
                平成１５年度 愛媛県バレーボール協会 各種大会結果一覧表  
 Ｎｏ１                                                                                                                

 大    会    名  実 施 日  会  場   優勝チーム(回数等)  準優勝チーム 

 男子  さくらガッツＪＶＣ  双葉小男子バレーボールクラブ  第１８回愛媛県バレーボール協会長杯 
                               小学生大会 

  ４月２６日(日) 
    ２９日(日) 

  松山市内 
  小学校 

 女子  潮見スポーツ少年団  道後ＪＶＣ 

 男子  さくらガッツＪＶＣ  双葉小男子バレーボールクラブ  ペプシカップ第２３回全日本小学生 
                   バレーボール愛媛県大会 

  ６月 １日(日) 
    １４日(土) 
    ２３日(日) 

  県内小学校 
 
   コミセン  女子  潮見スポーツ少年団  道後ＪＶＣ 

 男子  双葉小男子バレーボールクラブ  さくらガッツＪＶＣ  第１２回愛媛県小学生バレーボール連盟 
               会長杯大会 

  １月１８日(日) 
    ２５日(日) 

  松山市内 
  小学校 

 女子  椿ＪＶＣ  小野ｽﾎﾟｰﾂ少年団 
 

 男子  余土中学校  10年ぶり４回目  東予東中学校  平成１５年度 愛媛県中学生ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 
                選手権大会 

  ５月１５日(土) 
     １６日(日) 

 西条市体育館 

 女子  松山西中学校  ３年連続７回目  川東中学校 

 男子  余土中学校  ３年ぶり４回目  津田中学校  第５５回愛媛県中学校総合体育大会 兼 
 第３４回全日本中学校ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権 
               愛媛県大会 

  ７月２２日(木) 
     ～ 
     ２４日(土) 

  新 田 
 
   済 美  女子  小野中学校   初 優 勝  松山西中学校 

 男子  丹原東中学校    初 優 勝  東予東中学校  平成１５年度愛媛県中学生バレーボール 
                新人大会 

  １月２２日(土) 
    ２３日(日) 

   西条市 
    体育館 

 女子  三津浜中学校   初 優 勝  小野中学校 
 

 男子  東温高校  初 優 勝  今治工業高校  第５５回全国高等学校総合体育大会 
               バレーボール愛媛県大会 

  ５月３０日(金) 
        ～ 
  ６月 ２日(月) 

  新田・聖陵 
 
  松西・松東  女子  聖カタリナ女子高校  ２年ぶり27回目  済美高校 

 男子  松山工業高校  ２年ぶり12回目  東温高校  平成１５年度愛媛県高等学校バレーボール 
                 新人大会 

 １１月１５日(土) 
    １６日(日) 

 宇和島東高校 
 
 宇和島南高校  女子  聖カタリナ女子高校  ４年ぶり23回目  済美高校 

 男子  東温高校  初 優 勝  松山工業高校  第３５回全国高等学校バレーボール 
                       選抜優勝愛媛県大会 

  ２月 ７日(土) 
     ８日(日) 

 
  県武道館 

 女子  聖カタリナ女子高校  12年連続25回目  済美高校 
 

 第15回年りんピックｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ愛媛県大会   ６月２２日(日)  伊予市体育館   波  方   小松ツバキ 

 第11回シルバーフェスティバル愛媛県大会    ５月  ５日(月)  松山市ｺﾐｾﾝ   余土のぎく   波  方 

 第３回全国ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾒﾝｽﾞ交流大会愛媛県大会    ６月１５日(日)  宇和島体育館   波方ファラド   明浜カッパ 

 第５回全国ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾚﾃﾞｨｰｽ交流大会愛媛県大会    ６月１５日(日)  大西町体育館   波  方   宇和島牛鬼 

 全国ソフトバレー第１４回ファミリーフェステイバル   ５月  ５日(月)  松山市ｺﾐｾﾝ  ﾌｧﾐﾘｰ  金  栄   味生ミラクル 

 第16回全国ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ祭ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ愛媛県大会   ５月１８日(日)  大西町体育館   余土のぎくＡ   波方さつき 

 第８回愛媛県レデｲースソフトバレー大会   ８月 ３日(日)  大西町体育館  ２５歳以上 
 ４０歳以上 
 ５５歳以上 

  山羊さん 
  野ばらＣ 
  みすか 

  トレビン 
  ウィズ 
  セント・ポーリア 

 第２回愛媛県メンズ   ソフトバレー大会   ８月  ３日(日)  大西町体育館   やまからＡ   波方どんどこ 

 第１回愛媛県ブロンズｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会    ６月２２日(日)  伊予市体育館   どんどこどん   シリカ 
 

 １部  松山南  三瓶  第１７回ﾌｼﾞｶｯﾌﾟﾏﾏさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ愛媛県大会   ４月 ６日(日)  県総合体育館 

 ２部  なかはぎ  岡田 

 第34回全国ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ愛媛県大会  兼 
 第33回四国家庭婦人バレーボール愛媛県大会 

  ５月２５日(日)  余土小学校 
 さくら小学校 

 婦人  生石  久枝フラワ－ズ 

 第１５回全国家庭婦人ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙいそじ大会   ３月 ２日(日)  川内中学校体  婦人  大洲ファミリー  新居浜レディース 

 第２７回ﾃﾚﾋﾞ愛媛杯愛媛県ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会   ９月２３日(祝)  県総合体育館  婦人  生石  玉津 
 



 
 Ｎｏ２  

 大    会    名  実 施 日  会  場   優勝チーム(回数等)  準優勝チーム 

 男子  友澤・五百木  魚見・五頭 

 女子  井上・平原  伊予農高Ａ（中島・岩崎） 

 男子  参加なし  

 ビーチバレージャパン 
 
 ビーチバレージャパンレデイース 
 
 ビーチバレーカレッジトーナメント 
                               ぴあカップ 
                 愛媛県大会 

  ６月２９日(日)  伊予市五色姫 
  海浜公園 

 女子  参加なし  

 マドンナカップ2003ビーチバレージャパン 
 女子ジュニア選手権愛媛県大会 

  ７月１９日(土)  伊予市五色姫 
  海浜公園 

  女 
  子 

 〈代表５ﾁｰﾑ〉 川之石高（道岡）・八幡浜高（野本） 
   東温高Ａ（高田・高崎） 松山中央高（森・栗田） 
   伊予農高（中島・岩崎） 伊予農高（森本・重川） 

 2003ビーチバレージャパン 
 男子ジュニア選手権愛媛県大会 

   ７月１９日(土)  伊予市五色姫 
   海浜公園 

  男 
  子 

 伊予農高Ａ（濱口・川中） 
 伊予農高Ｂ（岡田・藤村） 

 国民体育大会 予選会    ６月２２日(日)  伊予市五色姫 
   海浜公園 

 男子 
 女子 

 友澤・五百木 
 川田・一色 

 中矢・鵜久森 
 平原・井上 

 

 男子  愛媛教員クラブ  ５年連続５回目  天神クラブ  松前町立 
 体育館 

 ６ 
 人 
 制  女子  ＭＩＮＥＲＶＡ  13年連続20回目  天神クラブ 

 東レ愛媛  男子  松山クラブ  ４年連続４回目  周桑クラブ 

 平成１５年度全日本６・９人制バレーボール 
 クラブカップ男女選手権愛媛県大会 
 
 （デサントジャパンクラブカップ） 

 
  ５月２５日(日) 

 松前町体 

 ９ 
 人 
 制  女子  今治愛球会  ３年ぶり２回目  松山青雲ジュピター 

 男子  東レ愛媛  18年ぶり 回目  帝人松山  第５５回全日本実業団９人制バレーボール 
                 男女選手権愛媛県大会 

 
  ５月２５日(日) 

  東レ愛媛 
  体育館 

 女子  参加チームなし   

 男子  ﾊﾘｿﾝ東芝ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ   初 優 勝  船木クラブ  平成１５年度全国社会人９人制バレーボール 
         男女優勝大会 愛媛県大会 

 
  ７月２１日(日) 

 県総合運動 
 公園体育館 

 女子  新居浜紫SHIKIBU   初 優 勝  新居浜クラブ 

 男子  東レ愛媛  27年ぶり８回目  ﾊﾘｿﾝ東芝ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ  平成１５年度全日本９人制バレーボール 
         総合男女選手権愛媛県大会 

 
 １０月 ３日(日) 

 
  コミセン 

 女子  松山青雲ジュピター   初 優 勝  川之江同好会 

 男子  愛媛大学  ３年連続６回目  松山大学クラブ  平成１５年度愛媛県６人制バレーボール 
                       総合男女選手権大会 

 １２月１４日(日)  
  県武道館 

 女子  愛媛女子短期大学   初 優 勝  愛媛大学 

 男子  かもクラブ   初 優 勝  東レ愛媛  第６回愛媛県９人制バレーボール 
            総合男女選手権大会 

  １月２５日(日)   東レ愛媛 
 
 伊予市民体育  女子  今治愛球会  ４年ぶり３回目  松山Ｖクラブ 

 男子  新居浜泉川クラブ  ３年連続３回目  三瓶体協  日本マスターズ 2003 愛媛県大会   ６月 ８日(日)  
  東レ愛媛 

 女子  松山青雲ジュピター  ２年連続２回目  
 

 成年男子  １１月１６日(日)  東予市体育館  成 人  東予クラブ  潮見公民館 

 ソフトバレー  １１月１６日(日)  県総合体育館 
 ｺﾞｰﾙﾄﾞ 
 ｼﾙﾊﾞｰ 
 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 
 ﾚﾃﾞｨｰ30 
 ﾚﾃﾞｨｰ40 

 明浜みかん 
 サンライズ波方 
 しろうま 
 山羊さん 
 ジュピター 

 立花フレンドＢ 
 余土のぎくＢ 
 今治ビアーズＡ 
 ＫＴＭ川内Ａ 
 宇和ひまわり 

 小学生  １１月 ９日(日) 
      １６日(日) 

  市内小学校  小 男 
 小 女 

 さくらガッツＪＶＣ 
 道後ＪＶＣ 

 余土男子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 
 宮前ＪＶＣ 

 愛媛スポレク祭’2003 

 家庭婦人  １１月 ９日(日)  青年の家他 
 津田中学校体 

 １ 部 
 ２ 部 

 生石公民館 
 高津リベロ 

 松前（ＧＯＪＯＨ） 
 伊予市Ａ 

 第10回バレーボールチャンピオンシップ愛媛   ３月１３日(土)   コミセン  小学男子 
    女子 
 中学男子 
    女子 
 高校男子 
    女子 
 ６人男子 
    女子 
 ９人男子 
    女子 
 家庭婦人 
 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰ 

 双葉小男子バレーボールクラブ 
 椿ＪＶＣ 
 丹原東中学校 
 小野中学校 
 松山工業高校 
 松山南高校 
 愛媛教員クラブ 
 愛媛女子短期大学 
 周桑クラブ 
 未実施 
 久枝フラワーズ 
 ｼﾙﾊﾞｰ ：波 方 
 ﾚﾃﾞｨｰｽ：野ばらＣ 

亀岡ＪＶＣ 
小野ｽﾎﾟｰﾂ少年団 
東予東中学校 
三津浜中学校 
八幡浜高校 
野村高校 
愛媛大学 
ＭＩＮＥＲＶＡ 
東レ愛媛 
 
生石クラブ 
余土のぎく 
ＫＴＭ川内 

 

 男子  愛媛大学  松山大学クラブ  
 愛媛県６人制バレーボールリーグ 

  松山大学 
 愛媛大学 
 東雲短期大学  女子  愛媛女子短期大学  松山大学 

  ４月２７日(日)  男子  実業団選抜  松山クラブ  国民体育大会 
 ９人制 愛媛県予選会 

   ６月２２日(日) 

 東レ愛媛 
 体育館 

 女子  今治愛球会  松山Ｖクラブ 


