
第5回　さくら杯ソフトバレーボール大会

◎2018年　4月　30日(月)祝日

◎福山市体育館･体育室1 ･ 2

◎参加チーム6 9チーム

◎協賛　株式会社ミカサ

◎主管　福山市ソフトバレーボール連盟

種目 傀x犬�

50歳以上の部 10チーム ��犬�地域 �(犬�地域 �8犬�地域 

!MAZU-A 兀�(�2�DORAQ 假ﾈﾘ(�2�スーパージャイロ 仂ｩnﾈ�2�

スポレクの部 7チーム ��犬�地域 �(犬�地域 �8犬�地域 

ブラックベアー 囘ﾉ68ﾅ2�DotLine 兀�(�2�トクダsV-ら 兀�(�2�

ブロンズの部 27チーム ��犬�地域 �(犬�地域 �8犬�地域 

Aブロック �=因�ｾHｧ兀B�呉市 覇$TTD��高知市 肌Vﾗ��福山市 

Bブロック �7X8ｸ�ｸ4X48984��福山市 �H,(+�.�/��福山市 �8ｨ985�8ｨ985��福山市 

ブノーの部 9チーム ��犬�地域 �(犬�地域 �8犬�地域 

JUTOKU 兀�(�2�ずま 佩��2�Meteor �8ﾈﾔﾉ8x�2�

クイーンAの部 8チーム ��犬�地域 �(犬�地域 �8犬�地域 

ぼれぼれ&花恋 兀�(�2�トクダsV-A 兀�(�2�K'Smomo 儖i;倡2�

クイーンCの部 8チーム ��犬�地域 �(犬�地域 �8犬�地域 

ポテト 兀�(�2�桜丘SD会 兀�(�2�マーガレット 兀�(�2�



第　4　コート　予選

50繊以上の部1組 
チーム名 妊錨��儁SVC 劔�韵w5b�妊�$���剋R波ムーミン 劍ﾜﾉ5��セット率 �7ﾈ48986xﾊ��職位 

DlVA 福山市 �����1 俣�Rﾓ��佑Bﾓ�cｳ"�澱ﾓ�V����Rﾓf��#�Rﾙ{ﾃ�����ll-15 13-15 �"�2 ��Rﾓb��Rﾓ���0 澱�/ 梯�3 

MSVC 綿山市 �"�8-15 18-14 15-6 ��ｲ� 剴�2ﾓ�Sｲ�#�Rﾓ俣������Rﾖﾆﾆ�����9-15 7-15 �"�2 ��Rﾓ�2��RﾓB�0 途�/ 梯�2 

真相SV 椙山市 ���6-15 ll-15 �"�1 ��Rﾓ�2�蔦�R�ﾆﾂﾓ�R�2 �����7-15 8-15 �"�2 ���ﾓ�R��Rﾓ�"��Rﾓ�"�1 迭�/ 梯�4 

DORAQ 膚京市 �"�ー5-ll 15-13 ���2 ��Rﾓ���Rﾓr�0 �"�15-7; 15-8;0 ���2 ��Rﾓb��RﾓR�0 唐�/ 梯�1 

山波ムーミン 尾道市 ���6-15 10-ー5 �"�0 ��2ﾓ�R�Bﾓ�R�2 ���15--Oi 12-15;2 12-15i ��bﾓ�R��｣Rﾓ�R�謄"�- 剴B�/ 梯�5 

籍　9　コート　予選

50蔵以上の龍　2組
チーム名 �5��ｸ7��ｸ5x88488ﾒ�剄b山SVC 劔Fy_ｲ�冤MAZU-A 劍8ﾘ�ｸ5�4�8�7R�剪T鳥 �5ｨ6(6yzb�ポイント率 傀x犬�

スーパージヤイ 重野市 ����冓13-15i 1i17-16;2 i9-15i 剴�Rﾓ���#�Rﾖﾆﾂ����2 ��Rﾓ亦��bﾓ�v����Rﾓ�6���"�15-8 12-15 -5-7 ���7 途��/ �"�

1.750 ��

甲山sVc 世罵郡 �"�15-13 16-17 15-9 ���- 剴蔦�R���2ﾓ�R��"�0 唐ﾓ�V����ﾓ�V�"�ｶ���"�15-12 15-ll ���6 釘��/ 釘�

0.800 ��

波方 今治市 ���10-15 1--15 �"�2 ��Rﾓ���Rﾓ�2�0 �����0 ��Bﾒﾓb�ﾆﾂﾒﾓR�i2 �"�ー5-5 15-8 ���6 釘��/ �2�

1.伽 ��

IMAZU-A 福山市 ���9-15 -7一一16 13-15 �"�2 ��Rﾓ���Rﾓ���0 �"�ー6-14 15-ll ���＼ 剴"�15-7 15-7 ���7 途�"�/ ���

3.500 ��

ローズクラブ 棺山市 ���8-15 15-12 7-15 �"�0 ��"ﾓ�R�ﾒﾒﾓ�R�2 ���5-15 8---5 �"�0 途ﾓ�V��rﾓ�X�3"������4 梯�/ 迭�

50蔵以上の部　決定戦
2 4謂語定職
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第1コート　予選　Aブロック
ブロンズの 几CI�r�

チーム名 �&VwT邑2�刪ｩ鼠 劍-�.ｨ-ｨ.｢�剏資骰� 劔=因�ｾHｧ兀B�剄ﾌ点 �5ｨ6(6yzb�ポイント率 傀x犬�

Regulus 福山市 ���0 湯ﾓ�R��"ﾓ�R�2 湯ﾓ�R���Rﾓ����2ﾓ�R��"�0 迭ﾓ�R��"ﾓ�R�2 ���9-15 10-15 �"�4 梯�/ 迭�

西風 広島市 �"�15-9 15-12 ��� 剴�bﾓ�B�#�Rﾓ�2����2 ��2ﾓ�R��Rﾓ�"��Rﾓ�"�1 ���13-15 10-15 �"�7 梯�/ �"�

ほれぼれ 福山市 �"�15-9 10-15 15-13 ���0 ��Bﾓ�b��2ﾓ�R�2 ���2 ��bﾓ�r��Rﾓ���Rﾓ�2�1 ���9-15 10-15 �"�6 梯�/ �2�

月曜会 広島市 �"�ー5-5 15-12 ���1 ��Rﾓ�2��"ﾓ�R��"ﾓ�R�2 亦�17-16 9-15 13-15 �"� 剴��5-15 15-13 10-15 �"�5 梯�/ 釘�

豚汁倶楽部 呉市 �"�15-9 ー5-10 ���2 ��Rﾓ�2��ｳRﾓ���0 �"�15-9 15-ー0 ���2 俣�RﾓR�I#2ﾓ�R���Rﾓ���il ���8 梯�/ ���

第　2　コート　予選　Aブロック
ブロンズの 几CY�r�

チーム名 陪V�"�凵cVES 剳U��儡TEP 剩ｧVﾗ��剄ﾌ点 �5ｨ6(6yzb�ポイント率 傀x犬�

Hear 福山市 ���0 ��Rﾓ�r��2ﾓ�R�2 唐ﾓ�R���"ﾓ�R��"�0 ��Rﾓ�r��"ﾓ�R�2 ���ll-15 15-17 �"�4 梯�/ 迭�

WA∨ES 広島市 �"�17-15 15-13 ��� 剴�bﾓ�r�#�Rﾓ���Rﾓ�"����2 ��Rﾓ����Rﾓb�0 ���9-15 7-15 �"�7 梯�/ �"�

∪×L 福山市 �"�15-8 15-12 ���1 ��rﾓ�b�蔦�R��"ﾓ�R�2 ���0 ��Bﾓ�b��%��R�2 ���7-15 15-17 �"�5 梯�/ 釘�

STEP 恵広島市 �"�17-15 15-12 ���0 ���ﾓ�R�bﾓ�R�2 �"�16-14 15-12 ��� 剴��14-16 7-15 �"�6 梯�/ �2�

Jump 福山市 �"�15-ll 17-15 ���2 ��Rﾓ���Rﾓr�0 �"�15-7 17-15 ���i16-14 2白5-7 冓o ���8 梯�/ ���

第　3　コート　予選　Aブロック
ブロンズの部　6線

チーム名 伜)Fx8��ｸ7�94"�剳Mの徴 剳妨T6��"�刳ﾞ流夜 剩e$TTD��剄ﾌ点 �5ｨ6(6yzb�ポイント率 傀x犬�

山波ムーミンB 尾道市 ���0 撞�Rﾓ�r�唐ﾓ�R�i2 ��ｳbﾓ�r�"ﾓRﾓ����Rﾓr����0 ��2ﾓ�R��2ﾓ�R�2 ���6-15 ll-15 �"�5 梯�/ 釘�

筆の部 安芸郡 �"�17-15 15-8 ��� 剴�Rﾒﾓ2�#�RﾓR����2 ��ｳRﾘ�ｳ2��Rﾓ��0 ���ー3-15 14-16 �"�7 梯�/ �"�

YouCanB 福山市 ���17-16 10-15 7--5 �"�0 ��2ﾓ�R�Rﾓ�R�2 ���0 ���ﾓ�R���ﾓ�R�2 ���3-15 5-15 �"�4 梯�/ 迭�

桜流夜 広島市 �"�15-13 15--3 ���0 ��2ﾓ�R�蔦�R�2 �"�15-10 15-10 ��� 剴��7-15 15-17 �"�6 梯�/ �2�

FREEDOM 高知市 �"�15-6 -5-ll ���2 ��Rﾓ�2��bﾓ�B�0 �"�15-3 15-5 ���2 僮#Rﾓv����rﾓ�V飛�������8 梯�/ ���



卦 凵Rニ ヾ 刄X 剏s 刳�, N I′一 冓 剞� ト 

顔 粛 唏9���"""��2���ﾂ�����8ﾂ��ﾂ�剩｢�WB�

激 賛聾 劔> Z � ��凾ﾃ 傳t 

論や 劍_○ 剳ｱ闘 刳] 冓ir 

ど 凾ﾇ 凾ﾇ 凾ﾇ 凾ﾇ 凾ﾇ 

守 剳� 剋� 剳� 剋� 剴｢ 

⊂ー �- 凵� �- �- � 刪齧ﾊ J ct 舌 

⊂)く○ 册oくne} 凵Z〇〇 刪黶Z〇一〇一 .b●､J∞ 凾ｭつくプ1卜} 

III 冓Iー 冓ti 冲ii 僮ーI 

ト くいくJi 凾ｭれく〇､〇 凾ﾌくD 刧@のく7- 凾ｭれ""●ol 

トヽ} 僮ヽ⊃ 刄gヽ) 剿mヽ} 剿m} 

hプ 决C 凾ｭ} 决C � 决C 凾� A ノll 

一一〇〃一〇一〇I � � 

c♭e)α 凾ｭかくの一一 冲Lの 凾ｭJtくJt 劔くJt-▲く7- 

lーi 冤l- 刪鼈鶫 僮ii 劔ilt 

置ゝ 刪鼈黶ZくJl 凾ｭり,○○ 刪黶Z〇 劔ceoliヽ● 
一､〇く○ 凵宦� 凵怐R● ��くつ 劔 

- �- 劔劔- 

Iヽ● 冑e 凵� � 凾ｭ=} 凵R) �-〇〇 三 罠 ⊂ 

くnくno 凾ｭ7101 剿m書く〃} 劔ー▲e 儖>e)顔 

i-I 僮It 冓II 劔Iーi 冓Iー 

.ー● � 劔○○▲〇〇一 劵ゝ �( 

ec,)､J 勁.J 凾ﾌく病 トo 劔olくn 勁JCo �07 

- 凾ｭつ 劔凵Vヽ⊃ �- 

lヽ● 决C � 决C 凵[ヽ⊃ 决C �* 

く′一､.｣ 凾ｭntn 劔くずiくn 冩ヽ｣ 凾ｭno) 凵ｼ 

iII 凵[II 劔iII 僮Ii 僮一一 刳ﾅ Z O 

iヽeo 凵〟ｪヽ⊃ 劔ト●く●) �.iゝく細 凵宦宦T 

⊂) 凵� 劔く) 凾ｭ} 凵ｼ) 

⊂) � 凵ｼ} 凾ｭ) �- 刄g} � 

- �- � � 凵_ニ: ヾ ＼も こ 
一一⊂) IIー 劔o}トe iii 刪鼈黶怐RJ I一一 刪黶求｣○すくJI Iii 凾ｭnQoヽJ tit 

くかくh 劔くJItil 凾ｭ7-くn 凾ｭ′ーく九°一 刄ｿ)のe} 凵S 

卜} � � � 凵S iヽ} 劔冑} 决C �- 

卜} �1=) �- �- 冑e 剏T 

く′ヽくn 剿m}Cb 凵宸ｭ〇､.J �.9､.ヽi 凾ｭ71の 剏h 

一一l 僮il 凵[ii 凵[ii 僮ーi 剌ﾇ 涯 盟 

.一⊂) 凾ｭ)1､〇 凵Z一く′一〇} 凵急°}く31 凵宸ｭo 

⊂) 冓ヽ3 凵R} 冑e 凾ｭ) 

○⊃ 凾ｭ○ 凵�1 勍J 册ヽ 刪鼈黶｣ e 刮M 那 

､ヽ ��＼ ��､､､ ��､←､ ��､ヽ ��､､､ ���*ﾒ�x�ｲ�:ﾒ�

､､､ ��ヽヽ ��､＼ ��ヽヽ ��＼ ��､ヽ �?2�X����2�%B���

く′● 儂 册) �.ト 冩t 凵Z〇〇 冓 歯 

≡ 〇 ｢ ー｣ 剋ｨ 剩ｦ 凵R_ a. 剏� 節 冰 ヽ- tT 剞� 

Hi 劔凵R � 亦�

∽ � 亳�� ��一′● u ヽー 凵R1 -＼ 刄g 

○ �< 劔r 劔剏� 

苗Z 凾ｭつ 脊 剌� �> 脊 凾ﾄ"" 葺刃 刳桙� 

ど 凾ﾇ 凾ﾇ 凾ﾇ 凾ﾇ 

剖 剳� 剏v 剳� 剋� 剏v 

⊂} 凵ｼ) 凵ｼ} 凾ｭ=) 凵� � 凵_し ＼. て一 

･ヽJCn 儖O 凵Vヽeoi 凵〟�3 -II 凵�)○ 

iーi 凵[iI 僮Ii 劔lーi 劔1 ､寄. -＼ 

ヾ ヽ く71､〇 勁JくJl 凵杵ot 凾ﾌくn 凾ｭ71く)1 

rJ 冓ヽ⊃ 冑} 决C 决C 

ーヽ} 冓ヽ⊃ 刄gブ 冓ヽ⊃ � 剿m} 剋ｷ 浦 

く細くn 凵Z一〇ヽ 刪黶Z〇-▲ くJiく′ヽ 冩lくJl 劔くれくれ 

ili 凵[it 冓li 凵[ii 劔IiI 勁ヽ ノ● ヾ 

く○くo 册ヽJ 勍.○○ く) 凵�3°さ 劔〇〇〇 凵R て' A 

○ 凾ｭプ 劔く) 劔○ 

くつ 凵嬪ヽ⊃ 凾ｭ} � 凾ｭ) 刄gヽ⊃ 凵_= a i 丁 

､Joブ 凾ｭJtくntm 刧�,Jく○ 劔07eo 凾ｭ71くn 

IIー 凵[iI 冓li 劔一一I 僮一一 〇}○ブ 

8 � � 劔 劔> 
ol rC 窒����"▲ト●Cか 凾ｭ71くれ 劔くれ〇一 

- 冑I 劔he 凵� 

卜⊃ 冑l � 冑o 凵ｼ) 决C 剿Q 葎 

qe) 儷lく′ヽ 劔のくn 凵RJ �;��くJlく′l 

Iii 僮il 劔iiI 僮Ii 僮II 

∞｣ゝ 凾ｭ○○ 劔ヽJto 凾ｭJltn 冑eCil 

く} 凵ｼ} 劔⊂} 冑⊃ 凵ｼ) 

⊂} くti､J � 凵ｼ) �- 凵ｼ) 决C 剪｢ 

toC) 刪黶ZrCCb 凾ｭ).一〇 �"ヽJt7- 

IiI 劔lli 僮ーi 僮Iー 冓II 僣 U) < ⊂) 

くかくJl 劔tJlCn 凾ｭ71く九〇ゝ 凾ｭ71く賀 冩C) 

Iヽ⊃ 劔rC 僮ヽ⊃ 决C 凵ｼ) 

●ヽ● 凵ｼ} 刄gヽ} 凵ｼ) 剿m} 剞� O t〇 ･1 0 

olく71 册),iゝ 冩lく31 凾ｭ○くo IIi 凾ｭnヽJ 

iIi く〇､I 僮tI 凵[Ii 〟.J∞ 劔Iーi 

Crtの 劔〇一 �*ﾖ��iヽJCn 兒 

く) 冑e 凵ｼ) 冑} 凵ｼ) 

ヽJ 凾ｭ○ 冂h 凵� 凾ｭれ 册 剴H りr 

､､ヽ ��､､､ ��ヽヽ ��､､ヽ ��ヽ＼ ��､､､ �'B��2�%B�*��

､､ヽ ��ヽヽ ��､ヽ ��､ヽ ��＼ ��､､､ �7ﾒ�-b���B��2�

〟ト 冑3 冩l 凵� 册) 刪黶ZI 刳� 寓 

瀧
　
5
u
I
 
T
切
隠
　
B
u
H
･
y
Q

u
n
Y
*
Q
)
増
　
7
詮

減
　
の
u
I
 
T
切
隠
　
田
u
H
ヾ
ヾ

u
l
)
>
*
e
蟄
　
8
謡



第1コート　　1位グループ決定戦
ブロンズの轍Aブロック 

チーム名 舒H��ｾHｧ����肌Vﾗ��覇$TTD��俐ﾉ5��セット軍 �7ﾈ48986xﾅ"�順位 

豚汁倶楽部 辻�噸bﾓ�B�&��Rﾖﾆﾂ�0 俣�2ﾓ�R�)?｣U��ｳ"��3�u��b�1 釘�/ 梯�1 

Jump 亅紕ﾒﾓb��?｣���R�2 辻�噸�ﾒﾓR��C"ﾓ�R�2 �"�/ 梯�3 

FREEDOM 僮#Rﾓ�2����"ﾓ�R�I#e��r�2 沫CRﾖﾆﾂ�)?｣Rﾓ�"�io ��ｲ��2�/ 梯�2 

- ��

第2コート　　2位グループ決定戦
ブロンズの報Aブロック 

チーム毎 ��ﾉ62�付��廼2�剳Mの勧 劍ﾜﾉ5��セット竃 �7ﾈ48986yTﾂ�順位 

西検 辻�沫CRﾖﾆV陳�&��U���ｳ���0 免ﾂﾓ�R��2ﾓ�R�2 �2�/ 梯�2 

WAVES 俣�"ﾓ�R��?｣�ﾓ�R�2 辻�凵[ ��u��b��%��R�ﾆﾂﾓ�R�2 �"�/ 梯�3 

筆の繍 僮#Rﾖﾆﾂ�)?｣Rﾓ�2�0 �"�16-17 15-12 ー5--1 ���- 剴B�/ 梯�1 

籍3コート　　3位グループ決定戦
ブロンズの轍Aブロック 

チーム名 �-�.ｨ-ｨ.｢�儡TEP 亊騷ﾉn��剄ﾌ点 �5ｨ6(6yMB�ポイント寧 ��X犬�

ほれぼれ 辻�剩�5-9; 2日5_14iO �"�15_13 10-15 -5_9 ���4 梯�/ ���

STEP ���9-15 14-15 �"�- �"�15-12 16-14 ���3 梯�/ �"�
巌流疲 ���13-15 15-10 9_15 �"�白2-15; 0両-16i2 �ｨ爾��2 梯�/ �2�

第5コート　　　4位グループ決定戦
ブロンズの報Aブロック 

チーム名 佇騅ｨ橙�凵ｾ×L 伜)Fx8��ｸ7�98<��剄ﾌ点 �5ｨ6(6xｩb�ポイント軍 傀x犬�

月曜会 辻�冓15-ll: 2日5_12;0 �"�15-12 15-4 ���4 梯�/ ���

∪×L ���ll-15 12-15 �"�- �"�ー5_5 15-10 ���3 梯�/ �"�

山波ムーミンB ���12-15 4--5 �"�i.5-15i 0年-15i2 i ��ｲ��2 梯�/ �2�

第6コート　　　5位グループ決定戦
ブロンズの報 ��7X8ﾘ6(4��� ��� �� ��

チーム名 �&VwT誘2�僣ear 楓�6��"�剄ﾌ点 �5ｨ6(6yD｢�ポイント華 傀x犬�

Regulus 辻�冓t0-15i 1日5_7;2 ;9-15i �"�12-15 15-12 15_8 ���3 梯�/ �"�

Hed† �"�15--0 7-15 15-9 ���- �"�15-5 15_6 ���4 白�/ ���

YouCanB ���15--2 12-15 8-15 �"�:5-15i Oi6_15;2 ��ｲ��2 梯�/ �2�

第4コート　決定戦
ブロンズの競　Bブロック

2位同士決定戦
7組2位

リンダ.リンダ �3位 

8組2位圏三田 �� リ`.リ､ iノン 

I 

Ci 

i 

つやt ��犬�

8線1位間 蝿7X8ｸ�ｸ4X48984��
プレーウイ.i �(犬�Iニ′ 冽h,(+�.�/��



第　10　コート　予選

フリーの都9線 
チーム名 �8ｨ4ｲﾘ8ﾄ"�兀ouCanA 剩ﾘｺ6V�"�剔蛯ﾔるしきC 剩･UD�R�剄ﾌ点 �5ｨ6(6xﾊ��ポイント事 傀x犬�

リガ-レB 福山市 ���2 ��Rﾓb�Rﾓ�R��Rﾓ��ー 唐ﾓ�R���Rﾓ�r��"�0 唐ﾓ�R��"ﾓ�R�2 ���9-15 6-15 �"�5 梯�/ 釘�

YouCanA 柏山高 ���6-15 15-5 9-15 �"� 剴rﾓ�R���Rﾖﾆﾂ�2ﾓ�R��"�0 途ﾓ�R�ﾆﾅ��R�2 ���6-15 10-15 �"�4 梯�/ 迭�

Meteor 東広島高 �"�ー5-8 17-15 ���2 ��Rﾓr�ﾆﾂﾓ�R��Rﾓ2�ー ���2 ���ﾓ�R��Rﾖﾆﾂ��Rﾓ�2�ー �"�16-14 15-12 ���8 梯�/ ���

大ぶろしきC 山県綿 �"�15-8 15-12 ���2 ��Rﾓr��Rﾖﾆﾂ�0 ���15-10 ll-15 13-15 �"� 剴��ll-15 13-15 �"�6 梯�/ �2�

JUToKU 椙山市 �"�15-9 15-6 ���2 ��Rﾓb��Rﾒﾓ��0 ���14-16 12--5 �"�白5-lli 2i15-13iO 剪��7 梯�/ �"�

フリーの部上位決定戦 
チーム名 磐WFV�"�價UToKU 劍+ぺ-ﾂ�僊ir 劍ﾜﾉ5��セット率 �7ﾈ48986yzb�職位 

Meteor ���0 ��"ﾓ�R��"ﾓ�R�2 白�8--5 17--6 -3--5 �"�2 ��bﾓ�B��Rﾓr�0 釘�3/4 梯�3 
0.750 ��

JUTOKU �"�15-12 15-12 ��� 剴"�15-6 15-13 ���1 ��ｳRﾓ���2ﾓ�R��Bﾓ�b�2 迭�5/2 梯�1 

2.500 ��

ず一家 �"�ー5-8 -6--7 -5-13 ���0 澱ﾓ�R��2ﾓ�R�2 ���2 ��Rﾖ辻�ふ�R��U�ﾂ�1 迭�4/4 梯�2 
1.000 ��

Air ���14-16 7-15 �"�2 湯ﾓ�R��Rﾓ�2��bﾓ�B�ー 俣�ﾒﾓ�R����Rﾓ��佑�ﾓ�R�俣"� 剴B�3/5 梯�4 

0.600 ��

第11　コート

フリーの部10組 
チーム名 俟i��橙�儷TSUMl 剩�G"�凾ｸ-ま 劔<�5��セット率 �7ﾈ48986yzb�順位 

桟道会 縞山市 ��冓t1-15 1日5-13 日1-15 冓2 亦�8-15 15-ll 13-15 �"�1 ��Rﾓ�"�辻ﾓR���ﾓ�R�2 �2�/ 梯�4 

UTSUMI 棺山市 �"�ー5-ll 13-15 -5--1 ��� 剴��12--5 -2-15 �"�0 湯ﾓ�R��2ﾓ�R�2 釘�/ 梯�3 

Air 福山市 �"�ー5-8 ll-15 15-13 ���2 ��Rﾓ�"��Rﾓ�"�0 ���0 湯ﾓ�R��Rﾒﾓr�2 迭�/ 梯�2 

ず-ま 呉市 �"�12--5 15-9 15-10 ���2 ��Rﾓ��ﾓRﾓ�2�0 撞�Rﾓ��&��rﾓ�R��末�� 剴b�/ 梯�1 

フリーの部　下位決定戦
チーム名 ��X-H.ｸ+X*ｶ2�刄潟K-レB 剳UE5Tﾔ��剄f遊金 劔%I+��セット牽 �7ﾈ48986yzb�順位 

大ぶろしきC ��剩�7-16i 2i15-8iO 剴"�15-ll -4-16 15-12 ���2 ��bﾓ�B��Rﾓ��0 澱�/ 梯�1 

リガ-レB ���ー6-17 8-15 �"� 剴��9-15 ll-15 �"�1 ��Rﾓ�ﾒ�rﾓ�R�蔦�R�2 �2�/ 梯�4 

UTSUMI ���tl-15 16--4 -2-15 �"�2 ��Rﾓ���Rﾖﾆﾂ�0 ���1 ��Rﾓ���ﾆﾂﾓ�R�rﾓ�R�2 釘�/ 梯�3 

域避会 ���14-16 9-ー5 �"�2 免ﾂﾒﾓR��Rﾓr��Rﾓ��l �"�白0-15 i15--1 i15-7 末ﾂ� 剴R�/ 梯�2 



第12　コート

クイーンAの部11組 
チーム名 �-ｨ.ｨ-ｨ.｢h扞�b�刄gクダsV-A 劍詹�X7H8ﾈ985��僥UJIE 劍ｦや�セット率 �7ﾈ48986yzb�順位 

ぼれぼれ&花恋 福山市 ���2 ��Rﾓ���Rﾖﾆﾂ�0 �"�15-10 15-9 ���2 ��Rﾓ���RﾓR�0 澱�/ 梯�1 

トクダsv-A 福山市 ���9-15 ll-15 �"� 剴"�16-14 17-16 ���2 ��Rﾓb��Rﾓ���0 迭�/ 梯�2 

手城フレンズ 福山市 ���10-15 9-15 �"�0 ��Bﾒﾓb��bﾓ�r�2 ���2 ��Rﾓb��Rﾓ���0 釘�/ 梯�3 

FUJIE 福山市 ���9-15 5-15 �"�0 澱ﾓ�R���ﾓ�R�2 ���6-15 10-15 �"� 剴2�/ 梯�4 

第13　コート

クイーンAの部12縄 
チーム名 坊v��僵'Smomo 剿ﾓ&�7B�刮Y崎フレンズ 劍ﾜﾂ��セット率 �7ﾈ48986yzb�順位 

ego 福山市 ��冓15-lli li10-15i2 i0-15i 剴"�15-10 15-4 ���0 ��ﾓ�R��ﾓ�R�2 釘�3/4 鉄R�R�3 

0.750 ��緜Cr�

K'Sm°mo 尾道市 �"�ll--5 15-10 15-0 ��� 剴"�15-12 15-6 ���2 ��耳璽�R��Rﾓb��rﾓ�R�1 澱�/ 梯�1 

m2ast 三次市 ���10-15 4-15 �"�0 ��"ﾓ�R�bﾓ�R�2 ���2 ��rﾓ�b��Rﾓr�0 釘�2/4 梯�4 

0.500 ��

浦崎フレンズ 尾道市 �"�15-0 15-0 ���1 ��Rﾖﾆﾂ�bﾓ�R��Rﾓ�r�2 ���白6-17 i7-15 俣"� 剴B�3/4 塔汀sR�2 

0.750 ����ビ�

クイーンAの龍　上位決定戦
チーム名 �-ｨ.ｨ-ｨ.｢h扞�b�刄gクダsV-A 剩ｲu6ﾖ���刮Y崎フレンズ 劔v��セット率 �7ﾈ48986yzb�順位 

ほれぼれ&花恋 ��剩�5-lo§ 2日5-9iO 剴"�15-5 15-4 ���2 ��Rﾓb��RﾓB�0 澱�/ 梯�1 

トクダsV-A ���10-15 9-15 �"� 剴"�15-5 17-15 ���2 ��Rﾓr��Rﾓb�0 迭�/ 梯�2 

K'Sm°mo ���5-15 4-15 �"�0 迭ﾓ�R��Rﾓ�r�2 ���2 ��Rﾓ�2��Rﾓ���0 釘�/ 梯�3 

浦嶋フレンズ ���6-15 4-15 �"�0 途ﾓ�R�bﾓ�R�2 ���白3-15i 白0-15i2 � 剴2�/ 梯�4 

クイーンAの部　下位決定戦
チーム名 偃��X7H8ﾈ985��僥UJtE 剿Vv��冦2ast 劔%B�セット率 �7ﾈ48986yzb�順位 

手技フレンズ ���2 僮#Rﾓ�6��I#Rﾓ�#ｳ���"�15-0 15-0 ���2 ��Rﾓ���2ﾓ�R��Rﾓ��1 澱�/ 梯�ー 

FUJIE ���ー3-15 12-15 �"� 剴"�ー5-0 15-0 ���0 湯ﾓ�R��"ﾓ�R�2 釘�/ 梯�3 

ego ���0-15 0-15 �"�0 ��ﾘ�ｳR��ﾓ�R�2 ���0 ��ﾘ�ｳR��ﾓ�R�2 �2�/ 梯�4 

m2ast ���9-15 15-13 9-15 �"�2 ��Rﾓ���Rﾓ�"�0 僮#Rﾔ��)?｣Rﾔ���� 剴R�/ 梯�2 



第14　コート

クイーンCの部13組 
チーム名 �7ﾈ6X6r�儻AVE 劔�ﾈｷR�刄Xクランブル 劍ｦ��セット率 �7ﾈ48986yD｢�順位 

ポテト 縮山市 辻��2 俣�Rﾒﾓ&��免ﾂﾓ�R�?｣Rﾓ���il �"�15-9 15-6 ���2 ��Rﾓ����ｳRﾓr�0 澱�/ 梯�1 

WA∨E 福山布 亦�ー2-15 -5-ll 10-15 �"�- 剴��ll-15 10-15 �"�2 ��RﾓR��2ﾓ�R��Rﾓ"�1 釘�3/5 �����2�3 

0.600 ����ッ�

線丘 福山市 ���9-15 6-15 �"�2 ��Rﾒﾓ���Rﾓ���0 ���1 途ﾓ�R��bﾓ�B��2ﾓ�R�2 釘�3/4 梯�2 

0.750 ��

スクランブル 締山高 ���10-15 7-15 �"�1 填��R��Rﾒﾓ2�"ﾘ�ｳR�2 俣�Rﾓv��)?｣Bﾓ�f鳴���Rﾓ�6���- 剴B�3/5 塔2�����4 

0.600 ��縱c��

クイーンCの部14組 
チーム名 �7ﾘ�ｸ4ｸ8ﾈ6(6r�刄eインクル 剩ｲu46�6��剄�uSD会 劍ﾜﾂ�セット葦 �7ﾈ48986xﾊ��順位 

マーガレット 福山市 辻��0 俣�Rﾙgb���Rﾘｫ��io �"�ー5-10 15-9 ���0 免ﾂﾒﾓR��"ﾓ�R�2 釘�/ 梯�2 

テインクル 福山市 ���漢-15 演-15 ���- 剴"�15_12 -5-7 ���0 ��2ﾒﾓR��bﾒﾓr�2 �2�/ 梯�4 

K'SC°CO 尾道市 ���10-15 9-15 �"�0 ��ｳ"ﾓ�R�rﾓ�R�2 辻��0 ���ﾓ�R���ﾓ�R�2 �2�/ 梯�3 

桜丘SD会 福山巾 �"�ー5-ll 15-12 ���2 ��ｳRﾓ�2��rﾒﾓb�0 迄�ｳRﾓ���)?｣Rﾓ���末��- 剴b�/ 梯�1 

マーガレット ��3位 

i15-lli 2i15-3iO14_17 ;-: 

14-16敗者 
マーガレット 

縁丘 � 
i 

クイーンCの部　各位同士
4位同士　(1 3試合日)

13組4位

スクランブル ��滴見:�ﾘ��"�

[重囲1… ��14組4位 
スクランブル 

テインクル 劔 

3位同士　(1 4試合日)

13組3位

WA∨E ���8見:�ﾘ��"�

閏,4--4 ��14組3位 
WA∨E 

K'SCoCo 劔 


