
Ｓ率 Ｐ率 順位

Ｓ率 Ｐ率 順位

優勝

実下1組1位

2組1位
実下 準優勝審判：12試合目の両チーム

Aブロック フリーの部　リ－グ戦・優勝決定戦 1コート

【 組　】 蒲刈クローバー 実下 採点

蒲刈クローバー

実下

採点【 組　】 A.T.O.   ▲

A.T.O.   ▲

長笛 試合順 対　　　戦　　　チ　　　－　　　ム 審　判　チ　－　ム

3試合目 実下 蒲刈クローバー

12試合目の両チーム

4試合目 A.T.O.   ▲

５試合目 蒲刈クローバー 実下

10試合目 A.T.O.   ▲

6試合目 A.T.O.   ▲

７試合目 実下

12試合目 A.T.O.   ▲

8試合目 A.T.O.   ▲

９試合目 蒲刈クローバー 実下

優勝決定戦

13試合目 1組1位 実下
2組1位

1コート

１試合目 蒲刈クローバー

2試合目

11試合目 実下 蒲刈クローバー



【　1組　】 Ｓ率 Ｐ率 順位

【　1組　】

優勝

準優勝

2コート

【 組　】 広シニアY まーず 採点

Bブロック フリーの部　リ－グ・リンク戦/優勝・準優勝決定戦

広シニアY

まーず

広シニアY
3試合目 まーず

Ｓ率 Ｐ率 順位

5試合目 広シニアY まーず
7試合目 まーず

短笛 試合順 対　　　戦　　　チ　　　－　　　ム 審　判　チ　－　ム

2コート

1試合目

広シニアY

【 組　】 ずーま ポジティブ 東広島SVF-B 採点

ずーま

ポジティブ

9試合目 3組4位 4組3位 ポジティブ

東広島SVF-B

東広島SVF-B ポジティブ
6試合目 ずーま ポジティブ 東広島SVF-B

審　判　チ　－　ム

2コート

2試合目 ポジティブ 東広島SVF-B ずーま
4試合目 ずーま

短笛 試合順 対　　　戦　　　チ　　　－　　　ム

11試合
両ﾁｰﾑ ずーま

11試合目

6位

3組3位 4組2位 ずーま 9試合
両ﾁｰﾑ ポジティブ

6位決定戦
3組4位

ポジティブ
第9試合

4組3位 ポジティブ
審判11試合目の両チーム

4位決定戦
3組3位

4位
第11試合

4組2位 ずーま
審判：9試合目の両チーム

優勝/準優勝決定戦 東広島SVF-B 広シニアY まーず 順位

東広島SVF-B

採点 Ｓ率 Ｐ率

4組1位

3組2位

広シニアY

3組1位

まーず

まーず 3組1位

まーず 4組1位 東広島SVF-B
短笛 試合順 対　　　戦　　　チ　　　－　　　ム 審　判　チ　－　ム

広シニアY2コート
8試合目 3組1位 広シニアY 3組2位

10試合目

12試合目 4組1位 東広島SVF-B 3組1位

東広島SVF-B 3組2位

広シニアY 3組2位 まーず

4組1位



Ｓ率 Ｐ率 順位

Ｓ率 Ｐ率 順位

フレンズA

Aブロック ブロンズの部　リ－グ戦・優勝決定戦 3コート

【 組　】 フレンズA SVファミリー 両城ハーモニーB 吉浦体協A 採点

両城ハーモニーB

SVファミリー

吉浦体協A

採点【 組　】 K-BUDDY　▲ ショコラーズB△

ショコラーズB△

K-BUDDY　▲

短笛 試合順 対　　　戦　　　チ　　　－　　　ム 審　判　チ　－　ム

3コート

１試合目 フレンズA 吉浦体協A SVファミリー

2試合目 K-BUDDY　▲

3試合目 SVファミリー 両城ハーモニーB フレンズA

4試合目 K-BUDDY　▲ ショコラーズB△

５試合目 フレンズA 両城ハーモニーB 吉浦体協A

10試合目 K-BUDDY　▲ ショコラーズB△

6試合目 ショコラーズB△

７試合目 SVファミリー 吉浦体協A 両城ハーモニーB

8試合目 K-BUDDY　▲ ショコラーズB△

９試合目 フレンズA SVファミリー 両城ハーモニーB 吉浦体協A

11試合目 両城ハーモニーB 吉浦体協A フレンズA SVファミリー

12試合目 ショコラーズB△ K-BUDDY　▲

12試合目の両チーム

2組1位
SVファミリー 準優勝

13試合目 1組1位 SVファミリー
2組1位

優勝決定戦

1組1位

審判：12試合目の両チーム

SVファミリー

優勝



Ｓ率 Ｐ率 順位

Ｓ率 Ｐ率 順位

フレンズB　△

Bブロック ブロンズの部　リ－グ戦・優勝決定戦 4コート

【 組　】 フレンズB　△ SWIFT・B 郷原シャイン 採点

SWIFT・B

郷原シャイン

B&B安浦A 採点

フレンズ呉B

【 組　】 フレンズ呉B 筆の都 三樹家

三樹家

筆の都

短笛 試合順 対　　　戦　　　チ　　　－　　　ム

B&B安浦A

審　判　チ　－　ム

4コート

１試合目 フレンズB　△ 郷原シャイン SWIFT・B

2試合目 フレンズ呉B B&B安浦A 筆の都

3試合目 SWIFT・B フレンズB　△

4試合目 筆の都 三樹家 フレンズ呉B

５試合目 フレンズB　△ 郷原シャイン

6試合目 フレンズ呉B 三樹家 B&B安浦A

７試合目 SWIFT・B 郷原シャイン

郷原シャイン

10試合目 フレンズ呉B 筆の都 三樹家 B&B安浦A

8試合目 筆の都 B&B安浦A 三樹家

９試合目 フレンズB　△ SWIFT・B

11試合目 郷原シャイン フレンズB　△ SWIFT・B

12試合目 三樹家 B&B安浦A フレンズ呉B 筆の都

13試合目 3組1位 SWIFT・B
4組1位

筆の都

準優勝審判：12試合目の両チーム

12試合目の両チーム

優勝決定戦

3組1位 SWIFT・B

優勝

4組1位 筆の都
SWIFT・B

筆の都



Ｓ率 Ｐ率 順位

Ｓ率 Ｐ率 順位

スポレクの部　リ－グ戦・優勝決定戦 5コート

【 組　】 広シニア エンドレスA 誠A レッズ川尻B 採点

広シニア

誠A

エンドレスA

レッズ川尻B

誠B 採点

広シニアZ

【 組　】 広シニアZ きて呉んさいA エンドレス

エンドレス

きて呉んさいA

長笛 試合順 対　　　戦　　　チ　　　－　　　ム

誠B

審　判　チ　－　ム

5コート

１試合目 広シニア レッズ川尻B エンドレスA

2試合目 広シニアZ 誠B きて呉んさいA

3試合目 エンドレスA 誠A 広シニア

4試合目 きて呉んさいA エンドレス 広シニアZ

５試合目 広シニア 誠A レッズ川尻B

10試合目 広シニアZ きて呉んさいA エンドレス 誠B

6試合目 広シニアZ エンドレス 誠B

７試合目 エンドレスA レッズ川尻B 誠A

8試合目 きて呉んさいA 誠B エンドレス

９試合目 広シニア エンドレスA 誠A レッズ川尻B

11試合目 誠A レッズ川尻B 広シニア エンドレスA

12試合目 エンドレス 誠B 広シニアZ きて呉んさいA

12試合目の両チーム

2組1位 エンドレス
エンドレス

13試合目 1組1位 2組1位

準優勝審判：12試合目の両チーム

優勝決定戦

1組1位 広シニア

広シニア 優勝



Ｓ率 Ｐ率 順位

Ａﾌﾞﾛｯｸ クイーンAの部　リーグ戦 6コート

PEPPY　　△ 昭和北フレッシュ▲ 仁方体協A 仁方体協 採点

PEPPY　　△

昭和北フレッシュ▲

仁方体協A

仁方体協

短笛 試合順 対　　　戦　　　チ　　　－　　　ム 審　判　チ　－　ム

6コート

１試合目 PEPPY　　△ 仁方体協

2試合目 昭和北フレッシュ▲ 仁方体協A PEPPY　　△

３試合目 仁方体協 仁方体協A

４試合目 PEPPY　　△ 昭和北フレッシュ▲ 仁方体協

５試合目 仁方体協A 昭和北フレッシュ▲

６試合目 昭和北フレッシュ▲ 仁方体協

準優勝 仁方体協

７試合目 PEPPY　　△ 仁方体協A 仁方体協

８試合目 昭和北フレッシュ▲ PEPPY　　△

１０試合目 PEPPY　　△ 仁方体協A

優勝 昭和北フレッシュ

９試合目 仁方体協A 仁方体協 昭和北フレッシュ▲



Ｓ率 Ｐ率 順位

Ｂﾌﾞﾛｯｸ クイーンAの部　リーグ戦 7コート

ど・れ・み　△ はっぴい'S プラネッツ　▲ 採点

ど・れ・み　△

はっぴい'S

プラネッツ　▲

長笛 試合順 対　　　戦　　　チ　　　－　　　ム 審　判　チ　－　ム

7コート

１試合目 はっぴい'S プラネッツ　▲ ど・れ・み　△

2試合目 はっぴい'S

３試合目 ど・れ・み　△ プラネッツ　▲

４試合目 はっぴい'S プラネッツ　▲

５試合目 ど・れ・み　△

６試合目 プラネッツ　▲ ど・れ・み　△

準優勝

７試合目 はっぴい'S プラネッツ　▲

８試合目 ど・れ・み　△ はっぴい'S

１０試合目 ど・れ・み　△ はっぴい'S

優勝 はっぴい’S

９試合目 プラネッツ　▲



Ｓ率 Ｐ率 順位

Ｃﾌﾞﾛｯｸ クイーンAの部　リーグ戦 8コート

両城ハーモニー れのあーず キティーズ ピンクドラゴン 採点

両城ハーモニー

れのあーず

キティーズ

ピンクドラゴン

短笛 試合順 対　　　戦　　　チ　　　－　　　ム 審　判　チ　－　ム

8コート

１試合目 れのあーず 両城ハーモニー

2試合目 キティーズ ピンクドラゴン れのあーず

３試合目 両城ハーモニー ピンクドラゴン

４試合目 れのあーず キティーズ

５試合目 両城ハーモニー ピンクドラゴン キティーズ

６試合目 キティーズ 両城ハーモニー

準優勝 ピンクドラゴン

７試合目 れのあーず ピンクドラゴン

８試合目 両城ハーモニー キティーズ れのあーず

１０試合目 両城ハーモニー れのあーず ピンクドラゴン

優勝 両城ハーモニー

９試合目 ピンクドラゴン キティーズ



Ｓ率 Ｐ率 順位

Dﾌﾞﾛｯｸ クイーンＡの部　リーグ戦 9コート

きて呉んさいB りとるうっず ショコラーズ 採点

きて呉んさいB

りとるうっず

ショコラーズ

長笛 試合順 対　　　戦　　　チ　　　－　　　ム 審　判　チ　－　ム

9コート

１試合目 ショコラーズ きて呉んさいB

2試合目 りとるうっず

３試合目 きて呉んさいB ショコラーズ

４試合目 りとるうっず ショコラーズ

５試合目 きて呉んさいB りとるうっず

６試合目 りとるうっず ショコラーズ きて呉んさいB

準優勝

７試合目 ショコラーズ

８試合目 きて呉んさいB りとるうっず

１０試合目 きて呉んさいB

優勝

９試合目 ショコラーズ りとるうっず



Ｓ率 Ｐ率 順位

９試合目 マリオ フレンズ

準優勝

１０試合目 グリーンズ マリオ

優勝 フレンズ

７試合目 グリーンズ マリオ

８試合目 フレンズ グリーンズ

フレンズ

５試合目 マリオ フレンズ

６試合目 フレンズ

短笛 試合順 対　　　戦　　　チ　　　－　　　ム 審　判　チ　－　ム

10コート

１試合目 グリーンズ

2試合目 フレンズ マリオ グリーンズ

３試合目 マリオ

４試合目 グリーンズ

マリオ

フレンズ

グリーンズ

Ｅﾌﾞﾛｯｸ クイーンＡの部　リーグ戦 10コート

グリーンズ フレンズ マリオ 採点



Ｓ率 Ｐ率 順位

９試合目 倉橋体協B Toreador　▲ レッズ川尻

準優勝

１０試合目 シュランズ 倉橋体協B

優勝 シュランズ

７試合目 倉橋体協B Toreador　▲

８試合目 シュランズ レッズ川尻

レッズ川尻 Toreador　▲

５試合目 シュランズ 倉橋体協B レッズ川尻

６試合目 レッズ川尻 Toreador　▲ シュランズ

長笛 試合順 対　　　戦　　　チ　　　－　　　ム 審　判　チ　－　ム

11コート

１試合目 Toreador　▲ シュランズ

2試合目 レッズ川尻 倉橋体協B

３試合目 シュランズ Toreador　▲ 倉橋体協B

４試合目

Toreador　▲

倉橋体協B

レッズ川尻

シュランズ

Fﾌﾞﾛｯｸ クイーンＡの部　リーグ戦 11コート

シュランズ レッズ川尻 倉橋体協B Toreador　▲ 採点



Ｓ率 Ｐ率 順位

９試合目 KI・RA・LA スーパーシャイン

準優勝 KI・RA・LA

１０試合目

優勝 スーパーシャイン

７試合目 KI・RA・LA

８試合目 スーパーシャイン

スーパーシャイン KI・RA・LA

５試合目 スーパーシャイン

６試合目 スーパーシャイン KI・RA・LA

短笛 試合順 対　　　戦　　　チ　　　－　　　ム 審　判　チ　－　ム

12コート

１試合目 KI・RA・LA

2試合目 スーパーシャイン

３試合目 KI・RA・LA

４試合目

KI・RA・LA

スーパーシャイン

Gﾌﾞﾛｯｸ クイーンＡの部　リーグ戦 12コート

スーパーシャイン KI・RA・LA 採点



コート
種目・組

順位
優勝 準優勝

Ａﾌﾞﾛｯｸ 実下

Ｂﾌﾞﾛｯｸ 東広島SVF-B 広シニアY

Ａﾌﾞﾛｯｸ SVファミリー

Ｂﾌﾞﾛｯｸ 筆の都 SWIFT・B

スポレクの部 広シニア エンドレス

Ａﾌﾞﾛｯｸ 昭和北フレッシュ 仁方体協

Ｂﾌﾞﾛｯｸ はっぴい’S

Ｃﾌﾞﾛｯｸ 両城ハーモニー ピンクドラゴン

Dﾌﾞﾛｯｸ

Eﾌﾞﾛｯｸ フレンズ

Fﾌﾞﾛｯｸ シュランズ

Gﾌﾞﾛｯｸ スーパーシャイン KI・RA・LA

第24回呉市近郊ソフトバレーボールフェスティバル

優勝　・　準優勝　一覧表

フリーの部

ブロンズの部

クイーンＡの部


