
中学男子の部

８月２６日 （リーグ戦）
８月２７日 （決勝トーナメント）

１日目（8／26）組合せ

１ ２ ３ ４ ５

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)
大野南 町田南 府中二 南大谷

Ｂ
（相模原） （町 田） （府 中） （町 田）

田 名 稲城五 大 沢 稲城三 狛江二
Ｃ

（相模原） （稲 城） （相模原） （稲 城） (狛 江)
東 橘 明 星 中 野 万騎ヶ原 鶴川二

Ｄ
（川 崎） （府 中） （相模原） （横 浜） (町 田)

リーグ1位 リーグ2位

２日目（8／27）結果

優 勝 相模原市立田名中学校

準優勝 町田市立南大谷中学校

第３位 相模原市立小山中学校

第３位 横浜市立六ツ川中学校

15-25

19-25

7-25 25-15

19-25 25-21

25-15 14-25 25- 8 27-25
26-24 15-25

25-22 15-25 25- 9 27-25

六ツ川 東橘 稲城五 南大谷 田名 大野南 小山 万騎が原



中学女子の部
優 勝 八王子実践中学校
準優勝 相模原市立相武台中学校８月２６日 （リーグ戦）
第３位 世田谷区立用賀中学校８月２７日 （決勝トーナメント）
第３位 多摩市立鶴牧中学校

１ ２ ３ ４ ５

八王子実践 諏 訪 拝 島 国立三

（八王子） （多 摩） （昭 島） （国 立） 25- 4

谷 口 多摩永山 忠 生 狛江一 宮 内 25- 7

（相模原） （多 摩） （町 田） （狛 江） （川 崎） 25- 5

福生一 つくし野 清 新 石 川 桜 本 25- 7

（福 生） （町 田） （相模原） （八王子） （川 崎） 25-23
17-25

東 橘 東愛宕 町田南 横 山 中 野 25-22

（川 崎） （多 摩） （町 田） （八王子） （相模原） 25-14

真光寺 小 山 稲城四 鑓 水 明 星 25-12

（町 田） （相模原） （稲 城） （八王子） （府 中） 25- 8

浅 川 鶴川二 大 沢 稲城六 府中十 25-14

（八王子） （町 田） （相模原） （稲 城） （府 中） 25-21

町田三 和 田 鶴 川 東 林 日本女大附 25-19

（町 田） （多 摩） （町 田） （相模原） （川 崎） 25-10

用 賀 日野一 町田一 別 所 相模丘 25- 7

（世田谷） （日 野） （町 田） （八王子） （津久井）
25-13

25-16
鶴 牧 本町田 松 木 弥 栄 調布七

（多 摩） （町 田） （八王子） （相模原） （調 布） 25-12

向 丘 日野三 成瀬台 田 名 調 布 25-13

（川 崎） （日 野） （町 田） （相模原） （調 布） 25- 8

多 摩 町田二 麻溝台 砧 南 藤 野 25-12

（多 摩） （町 田） （相模原） （世田谷） （津久井） 11-25
27-25

青梅三 南成瀬 相 陽 元八王子 聖ヶ丘 25-22

（青 梅） （町 田） （相模原） （八王子） （多 摩） 25-14
24-26

南大谷 狛江三 調布五 大野北 椚 田 25-16

（町 田） （狛 江） （調 布） （相模原） （八王子） 25-17

旭 日野四 八王子五 金 井 稲城三 25-11

（相模原） （日 野） （八王子） （町 田） （稲 城） 25-22

みなみ野 玉川学園 大野南 稲城五 滝の沢 27-25

（八王子） （町 田） （相模原） （稲 城） （藤 沢） 18-25
25-22

相武台 桜美林 福生三 府中七 狛江二 25-20

（相模原） （町 田） （福 生） （府 中） （狛 江）



（8月26日）高校男子の部
優 勝 神奈川県弥栄西・東高校
準優勝 神奈川県城山高校
第３位 桜美林高校
第３位 神奈川県厚木高校

県弥栄西・東(相模原) 桜美林 (町 田)

25-10 25-10

25- 2 25-15

和光 (町 田)
24-26
25-20 光明相模原 (相模原)
25-17

帝京八王子 (八王子)
25- 8 25-21

25- 6 25-23 25-16
日大櫻丘 (世田谷)

25-21 23-25

県厚木 (厚 木) 25-21
25-19

都小川 (町 田)
25-19 25-10

25-15 25- 6

東京農大一 (世田谷) 県城山 (相模原)



高校女子の部

優 勝 神奈川県立大和南高校８月２５日（１日目）
準優勝 八王子実践高校８月２６日（２日目）
第３位 中村高校
第３位 神奈川県立城山高校

県大和南 (大 和) 県城山 (津久井)

25- 9 25-21

25-14 25-18
県弥栄東･西(相模原) 県相模大野(相模原)

25-14 16-25
25-20

25- 6 25-23
都南多摩 (八王子) 25- 5 25-18 都狛江 (狛 江)

桜美林 (町 田) 25- 1 25-13 都野津田 (町 田)
24-26 25- 0

25-11
25-10 25- 0

都世田谷泉 (世田谷) 光明相模原(相模原)
15-25 14-25
26-24 25-21
25-18 25-18

都立大附 (目 黒)
25- 1

都八王子東 (八王子)
25-11

25-13 25- 9 都山崎 (町 田)

中村 (江 東) 25- 9 25-22 25- 6 都国立 (国 立)
25-12 17-25 25-23

25-21
25-14 25-13

相模女子 (相模原) 都羽村 (羽 村)
25-16 25-21

25-15 25-14
和光 (町 田) 都町田 (町 田)

25-14 25-23

25- 8 25-13
(相模原) 25-19 25- 9 都九段 (千代田)県相模原総合

24-26
拓大一 (武蔵村山) 25-21 25- 9 桐光学園 (川 崎)

25-16 25-23

25-19 25-22
日大三 (町 田) 都小川 (町 田)

25-20 25-21

25-16 25-14
蒲田女子 (大 田) 八王子実践(八王子)



一般男子の部

９月 ３日 （１日目）

９月２４日 （２日目）

ＪＡＩＬ (川 崎) 渚 (横 浜)
25-15 25-11

24-26
25-18 15- 9

FUJIMORI (八王子)
25-11

双峰クラブ (狛 江)
25-16 25-14 25-19

NEC本社ｸﾗﾌﾞ (相模原)
25-15 25-23

やぐら太鼓 (町 田) ＢＥＳＩ (八王子)
25-18 25-21

22-25
25-14 15- 7

関学燦葉ｸﾗﾌﾞ(横 浜) インフィニティ(町 田)
C1 D2

卍路 (町 田) East Roots B (八王子)
25-19 25-17

25-21 25-16
ＩＣＵ (相模原) ＢＡＲＯＮＧ (相模原)

25-21 25-22

25-21 25-16
ＰＯＯＨ (川 崎) C4 天冲Ｂ (稲 城)

25- 0 25-19

25- 0 25-18
凡暗頭 (川 崎) C3 D3 リッキーズ (町 田)

ａｏｚｏｒａ(横 浜) 怒雲 (八王子)
25- 0 25-11

25- 0 25-14
ＴＲＵＮＫ (世田谷) (世田谷)Ｓａｌｖａｄｏｒ

21-25 25-20
25-23
19-17 25-23

相原クラブ (相模原) けやき隊 (相模原)
12-25 25- 9
25-13
15- 8 25-21

クルス (町 田) 羊 (町 田)
C2 D1

ＢＢＣ (相模原) 町田二中ＯＢ (町 田)
25-21 25-21

25-21 25-21
ＩＮＡＯ (八王子) ホエールズ (横 浜)

25-21 25-16

25-23 25-12
East Roots A(八王子) BBJ･MARKET (川 崎)

25-16 25- 0

25-18 25- 0
天冲Ａ (稲 城) ＧＯＩＮＧ (川 崎)

27-29 25-13
26-24
15- 8 26-24

狭山倶楽部 (狭 山) サヤマＣ (狭 山)



一般女子の部

９月 ３日 （１日目）
９月２４日 （２日目）

ＺＥＰＨＹＲ (相模原) ＨＫ (所 沢)
25-17 25- 6

25-17 25-19
三菱化学 (横 浜) ローテーション(狛 江)

25-17 25-13

25-10 25-12
ＥＡＲＴＨ'Ｓ(町 田) 25-19 26-24 ＥＣＯ (世田谷)

東海ＯＧ (町 田) 25-18 F3 25- 9 ひいと (町 田)

25- 0 24-26
25-21

25- 0 15-11
Ｄｒｅａｍｓ (相模原) ＶＡＬＹＳＴＡ(横 浜)

18-25 25-18
25-15
15-11 25-12

渚 (川 崎) Neko Punch (相模原)
25-23

25-13
森野 (町 田) F1 F2 成瀬 (町 田)

25-13

25-23
和 (横 浜) あじまる (川 崎)

25-21 25-21

25-18 25-23
ＲＡＢＢＩＴ (八王子) ｓｐｉｒｉｔＡ(相模原)

25-21 25- 9

25-21 25-10
ＪＯＬＡ (川 崎) 21-25 25-19 Ｍ．Ｊ (横 浜)

25-20
れもん (世田谷) 17-15 26-24 怒雲 (八王子)

19-25 25-10
25-21
15-13 25-19

Ｏ･Ｄ･Ｅ･Ｎ (相模原) ＢＡＲＯＮＧ (相模原)
25-17 25-15

25-15 25-19
ＳＯＺＯ (町 田) 石原軍団 (町 田)


