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中学男子の部

８月２６日 （リーグ戦）
集合・受付 ９：００ 開会式 ９：１５ 試合開始 ９：３０
会場 下表

８月２７日 （決勝トーナメント）

集合・受付 ９：３０ 試合開始 １０：００
会場 市立総合体育館

１日目（8／26）組合せ＆会場

１ ２ ３ ４ ５ 会 場

相模丘 多摩永山諏訪 小 山 六ツ川 調布五
Ａ
（城 山） （多 摩） （相模原） （横 浜） (調 布) 南 大 谷
大野南 町田南 府中二 南大谷 (金 内)

Ｂ
（相模原） （町 田） （府 中） （町 田）
田 名 稲城五 大 沢 稲城三 狛江二 稲 城 六

Ｃ
（相模原） （稲 城） （相模原） （稲 城） (狛 江) (斎 藤)
東 橘 明 星 中 野 万騎ヶ原 鶴川二 鶴 川

Ｄ
（川 崎） （府 中） （相模原） （横 浜） (町 田) (大 野)

１日目試合順

４チームリーグの場合

① １－４ 審判は空いている両チームで行う

② ２－３

③ １－３

④ ４－２

⑤ １－２

⑥ ３－４

５チームリーグの場合（審判）

① ３－５ （４･２） ⑤（３４５の１，３位）

② １－２ （３･５） ⑥（⑤の両チーム）

③ ４－５ （３･１） ⑦（⑤⑥の負け）

④ ３－４ （５･２）

１・２の勝ち ⑦ ３･４･５の１位

⑤ ⑥

３･４･５の２位 １・２の負け

※ ⑦の勝者が１日目の勝ち残りチーム

２日目（8／27）組合せ

⑦
⑤ ⑥

① ② ③ ④
Ａ１ Ｄ２ Ｃ２ Ｂ１ Ｃ１ Ｂ２ Ａ２ Ｄ１

２日目試合順

・上記トーナメント表の数字は試合順です。

・基本的に男子は１面で行いますが、試合の進行によって２面で行うこともあります。

・当日の会場責任者の指示に従ってください。
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中学女子の部

８月２６日 （リーグ戦） 会場 下表
集合・受付 ９：００ 開会式 ９：１５ 試合開始 ９：３０

８月２７日 （決勝トーナメント）会場 市立総合体育館
集合・受付 ９：３０ 試合開始 １０：００

１ ２ ３ ４ ５ 会 場
八王子実践 諏 訪 拝 島 国立三 旭

Ａ Ａ
（八王子） （多 摩） （昭 島） （国 立） （鈴 木）

1
谷 口 多摩永山 忠 生 狛江一 宮 内 サン町田旭

Ｂ Ｂ
（相模原） （多 摩） （町 田） （狛 江） （川 崎） （前 田）

9
福生一 つくし野 清 新 石 川 桜 本 多 摩

Ｃ Ｃ
（福 生） （町 田） （相模原） （八王子） （川 崎） （三 浦）

2
東 橘 東愛宕 町田南 横 山 中 野 町田南

Ｄ Ｄ
（川 崎） （多 摩） （町 田） （八王子） （相模原） （矢 冨）

13
真光寺 小 山 稲城四 鑓 水 明 星 成瀬台

Ｅ Ｅ
（町 田） （相模原） （稲 城） （八王子） （府 中） （石 井）

3
浅 川 鶴川二 大 沢 稲城六 府中十 稲城六

Ｆ Ｆ
（八王子） （町 田） （相模原） （稲 城） （府 中） （鹿 俣）

10
町田三 和 田 鶴 川 東 林 日本女大附 鶴 川

Ｇ Ｇ
（町 田） （多 摩） （町 田） （相模原） （川 崎） （落 合）

4
用 賀 日野一 町田一 別 所 相模丘 町田一

Ｈ Ｈ
（世田谷） （日 野） （町 田） （八王子） （津久井） （菊 地）

15
鶴 牧 本町田 松 木 弥 栄 調布七 松 木

Ｉ Ｉ
（多 摩） （町 田） （八王子） （相模原） （調 布） （藤 本）

8
向 丘 日野三 成瀬台 田 名 調 布 成瀬台

Ｊ Ｊ
（川 崎） （日 野） （町 田） （相模原） （調 布） （石 井）

12
多 摩 町田二 麻溝台 砧 南 藤 野 多 摩 Ｋ

Ｋ
（多 摩） （町 田） （相模原） （世田谷） （津久井） （三 浦）

7
青梅三 南成瀬 相 陽 元八王子 聖ヶ丘 松 木

Ｌ Ｌ
（青 梅） （町 田） （相模原） （八王子） （多 摩） （藤 本）

14
南大谷 狛江三 調布五 大野北 椚 田 町田一

Ｍ Ｍ
（町 田） （狛 江） （調 布） （相模原） （八王子） （菊 地）

6
旭 日野四 八王子五 金 井 稲城三 旭

Ｎ Ｎ
（相模原） （日 野） （八王子） （町 田） （稲 城） （鈴 木）

11
みなみ野 玉川学園 大野南 稲城五 滝の沢 サン町田旭

Ｏ Ｏ
（八王子） （町 田） （相模原） （稲 城） （藤 沢） （前 田）

5
相武台 桜美林 福生三 府中七 狛江二 町田南

Ｐ Ｐ
（相模原） （町 田） （福 生） （府 中） （狛 江） （矢 冨）

１日目試合順
５チームリーグの場合（審判） ４チームリーグの場合（審判）
① ３－５ （４･２） ⑤（３４５の１，３位） ① １－４ （２･３）
② １－２ （３･５） ⑥（⑤の両チーム） ② ２－３ （１･４）
③ ４－５ （３･１） ⑦（⑤⑥の負け） ③ １－３ （２･４）
④ ３－４ （５･２） ④ ２－４ （１･３）
１・２の勝ち ⑦ ３･４･５の１位 ⑤ １－２ （３･４）

⑤ ⑥ ⑥ ３－４ （１･２）
３･４･５の２位 １・２の負け ※リーグ戦１位のチームが勝ち残りチーム
※ ⑦の勝者が１日目の勝ち残りチーム 順位の決定は以下の優先順位で

(1)勝率
(2)セット率（勝ちセット/負けセット）
(3)得点率（総得点/総失点）
(4)直接対決の結果

２日目試合順
・上記トーナメント表の数字は試合順です。
・基本的に女子は３面で行いますが、試合の進行によって２面で行うこともあります。
・試合番号１から３までは各コートの第１試合になります。その後進行の早いコートで
次の試合番号の試合を行います。
・当日の会場責任者の指示に従ってください。
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高校男子の部

８月２６日 集合・受付 ９：００ 開会式 ９：２０ 試合開始 ９：５０

会場 市立総合体育館メインアリーナ Ａ・Ｂコート

県弥栄西・東(相模原)1 6桜美林 (町 田)

Ａ３ Ｂ２

和光 (町 田)2

Ａ１ Ａ５ 7光明相模原 (相模原)

帝京八王子 (八王子)3

Ａ４ Ｂ４

8日大櫻丘 (世田谷)

県厚木 (厚 木)4 Ｂ１

9都小川 (町 田)

Ａ２ Ｂ３

東京農大一 (世田谷)5 10県城山 (相模原)
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高校女子の部

８月２５日 集合・受付 ９：００ 開会式 ９：２０ 試合開始９：５０

会場 市立総合体育館メインアリーナ Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄコート

８月２６日 集合・受付 ９：３０ 試合開始 １０：００

会場 市立総合体育館メインアリーナ Ｃ・Ｄコート

県大和南 (大 和)1 14県城山 (津久井)

A3 C4

県弥栄東･西(相模原)2 15県相模大野 (相模原)

A1 C1

都南多摩 (八王子)3 16都狛江 (狛 江)

C1 D2

桜美林 (町 田)4 17都野津田 (町 田)

A2 C2

都世田谷泉 (世田谷)5 18光明相模原 (相模原)

A4 C5

C4 19都立大附 (目 黒)

都八王子東 (八王子)6 C3

20都山崎 (町 田)

C3 D3

中村 (江 東)7 21都国立 (国 立)

B3 D3

相模女子 (相模原)8 22都羽村 (羽 村)

B5 D5

和光 (町 田)9 23都町田 (町 田)

B2 D2

県相模原総合(相模原)10 24都九段 (千代田)

C2 D1

拓大一 (武蔵村山)11 25桐光学園 (川 崎)

B1 D1

日大三 (町 田)12 26都小川 (町 田)

B4 D4

蒲田女子 (大 田)13 27八王子実践 (八王子)

※８月26日は第２試合目のチームが第１試合の審判をします。
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一般男子の部

９月 ３日 受付 ９：００ 開会式 ９：２０ 試合開始 ９：５０

会場 市立総合体育館 メインアリーナ Ｂ．Ｃ．Ｄコート

９月２４日 受付 ９：１５ 集合 ９：３０ 試合開始 １０：００

会場 市立総合体育館 メインアリーナ Ｃ．Ｄコート

ＪＡＩＬ (川 崎)1 19渚 (横 浜)

B6 C4

FUJIMORI(八王子)2

B1 20双峰クラブ (狛 江)

NEC本社ｸﾗﾌﾞ (相模原)3 B9 C8

やぐら太鼓 (町 田)4 21ＢＥＳＩ (八王子)

B2 C5

関学燦葉ｸﾗﾌﾞ(横 浜)5 22インフィニティ(町 田)

C1 D2

卍路 (町 田)6 23East Roots B(八王子)

B3 C6

ＩＣＵ (相模原)7 24ＢＡＲＯＮＧ (相模原)

B7 D9

ＰＯＯＨ (川 崎)8 C4 25天冲Ｂ (稲 城)

B4 D5

凡暗頭 (川 崎)9 C3 D3 26リッキーズ (町 田)

ａｏｚｏｒａ(横 浜)10 27怒雲 (八王子)

B5 D4

ＴＲＵＮＫ (世田谷)11 28Ｓａｌｖａｄｏｒ (世田谷)

B8 D7

相原クラブ (相模原)12 29けやき隊 (相模原)

C3 D3

クルス (町 田)13 30羊 (町 田)

C2 D1

ＢＢＣ (相模原)14 31町田二中ＯＢ (町 田)

C2 D2

ＩＮＡＯ (八王子)15 32ホエールズ (横 浜)

C9 D8

East Roots A(八王子)16 33BBJ･MARKET(川 崎)

C1 D1

天冲Ａ (稲 城)17 34ＧＯＩＮＧ (川 崎)

C7 D6

狭山倶楽部 (狭 山)18 35サヤマＣ (狭 山)

※ 1日目の第3セットは15点先取で行います。

※ ９月24日は第２試合目のチームが第１試合の審判をします。
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一般女子の部

９月 ３日 受付 ９：００ 開会式 ９：１５ 試合開始 ９：４０

会場 市立総合体育館 メインアリーナ Ａコート サブアリーナ Ｅ．Ｆコート

９月２４日 受付 ９：１５ 集合 ９：３０ 試合開始 １０：００

会場 市立総合体育館 サブアリーナ ｆコート

ＺＥＰＨＹＲ (相模原)1 14ＨＫ (所 沢)

A4 E6

三菱化学 (横 浜)2 15ローテーション(狛 江)

A1 E3

ＥＡＲＴＨ'Ｓ(町 田)3 16ＥＣＯ (世田谷)

A7 E7

東海ＯＧ (町 田)4 F3 17ひいと (町 田)

A2 F1

Ｄｒｅａｍｓ (相模原)5 18ＶＡＬＹＳＴＡ(横 浜)

A5 E5

渚 (川 崎)6 19Neko Punch(相模原)

F2

森野 (町 田)7 F1 F2 20成瀬 (町 田)

A3

和 (横 浜)8 21あじまる (川 崎)

A6 F6

ＲＡＢＢＩＴ (八王子)9 22ｓｐｉｒｉｔＡ(相模原)

E2 F4

ＪＯＬＡ (川 崎)10 23Ｍ．Ｊ (横 浜)

A8 F7

れもん (世田谷)11 24怒雲 (八王子)

E1 F3

Ｏ･Ｄ･Ｅ･Ｎ (相模原)12 25ＢＡＲＯＮＧ (相模原)

E4 F5

ＳＯＺＯ (町 田)13 26石原軍団 (町 田)

※ 1日目の第3セットは15点先取で行います。

※ ９月24日は第２試合目のチームが第１試合の審判をします。
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レディースの部 市立総合体育館
９月１０日 メインアリーナ サブアリーナ

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄコート Ｅ・Ｆコート
受 付 ９：００ 開 会 式 ９：２０ 試合開始 ９：５０

９月２４日 メインアリーナ Ａ・Ｂコート サブアリーナ Ｅコート
受 付 ９：１０ 集 合 ９：３０ 試合開始 １０：００

A6

ﾏﾘﾝﾚﾃﾞｨｰｽVC(横 浜)1 22１２３クラブ (府 中)
A3 D4

小川クラブ (町 田)2 23ＶＩＧＯＲＳ (横 浜)
A1 D1

小鮎コスモス(厚 木)3 A5 D5 24ＲＯＯＫＩＥ (町 田)

グリーンヒル(八王子)4 25相原 (相模原)
A2 D2

ＳＯＮＧＯ (町 田)5 26アクトレス (町 田)
A1 A3

ふじクラブ (狛 江)6 27コスモス (相模原)

A4 D3
ロビンス (八王子)7 28グッピーズ (町 田)

オリーブ (府 中)8 A6 D6 29スヌーピー (大 和)
B2 E2

桜台クラブ (町 田)9 30サンセットクラブ (町 田)
B4 A4 B4 E4

すずきクラブ(八王子)10 A5 31むすかり (八王子)

エクセル (町 田)11 32町田同好会 (町 田)
B3 E3

ウッチーズ (相模原)12 33Ｍ･Ｖ･Ｃ (八王子)
B1 E1

アクアナイン(町 田)13 34あおぞら (町 田)

B6 E5
アトラス (町 田)14

C2 35山王 (大 田)
鶴間新町 (大 和)15 B5 F3

パンプキン (稲 城)16 36サンライズ (町 田)
A2 B3

ＭＶＣ (三 鷹)17 37シェリーズ (町 田)
C3 F2

DVCﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ (町 田)18 38稲城クラブ (稲 城)
C5 F5

ＡＳＫＡ (府 中)19 39王華 (八王子)
C1 F1

ＨＩＢＩＫＩ(町 田)20 40しらとり (横 浜)

C4 F4
錦クラブ (立 川)21 41多摩平 (日 野)

※ ９月24日は第２試合目のチームが第１試合の審判をします。
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市立総合体育館
９月１７日 メインアリーナ サブアリーナ

Ｇ・Ｈ・Ｉ・Ｊコート Ｋ・Ｌコート
受 付 ９：００ 開 会 式 ９：２０ 試合開始 ９：５０

９月２４日 メインアリーナ Ａ・Ｂコート サブアリーナ Ｅコート
受 付 ９：１０ 集 合 ９：３０ 試合開始 １０：００

A6へ
Ａ.ＲＡ．ＳＨＩ(世田谷)42 62おおつなクインズ (横 浜)

G4 J4
なでしこ (埼 玉)43 63ＷＩＮＧ (相模原)

G1 J1
町田ウィング(町 田)44 G5 J5 64レックス (町 田)

小山クラブ (町 田)45 65サンクラブ (多 摩)
G2 J2

葵クラブ (横 浜)46 66府中みどりＡ (府 中)
B1 E2

片倉台 (八王子)47 67湘南倶楽部 (横 浜)

G3 J3
もみじクラブ(府 中)48 68藤の台クラブ (町 田)

ラーク (横 浜)49 G6 J6 69国立クラブ (国 立)
H2 K2

ビアーズ (町 田)50 70南成瀬同好会 (町 田)
H4 E4 E3 K4

水曜クラブ (座 間)51 B5 71玉川クラブ (町 田)

マリエクラブ(町 田)52 72滝合クラブ (日 野)
H3 K3

西クラブ (多 摩)53 73さつきクラブ (国分寺)
H1 K1

山崎クラブ (町 田)54 74桜 (相模原)

H5 K5
ＣＡＮＤＹ２(稲 城)55 75ラビッツ (相模原)

I3 L3
川和クラブ (横 浜)56 76ツイスター (町 田)

B2 E1

リリーズ (町 田)57 77緑ヶ丘クラブ (横 浜)
I2 L2

鹿島クラブ (八王子)58 78マミーズ (町 田)
I5 L5

原クラブ (横 浜)59 79フォスタ (稲 城)
I1 L1

すみれ (町 田)60 80奈良の丘ホッパーズ (横 浜)
I4 L4

たんぽぽ (世田谷)61 81メッツ (町 田)

※ ９月24日は第２試合目のチームが第１試合の審判をします。


