
ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 セット数セット数セット数セット数 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日

1111 １・１３ 錦城学園 7 1111 ３・２６

2222 ３・２９ 錦城学園 4

3333 ３・３１ 獨　　　協 6

ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 セット数セット数セット数セット数 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 勝敗勝敗勝敗勝敗

1111 ４・２９ 大東文化 2 中大杉並 ●●●●

大東文化 2 錦　　　城 ●●●●

新　　　宿 2 農　　　業 ●●●●

3333 ６・２６ 錦城学園 7 日 野 台 ●●●●

大東文化 3 3333 ８・１９ 青　　　稜 2回戦 ●●●●

堀　　　越 2 京華学園 ●●●●

錦城学園 3 郁 文 館 ●●●●

大東文化 2 獨　　　協 ●●●●

城西大城西 2 日大豊山 ●●●●

6666 ７・３１ 大　　　山 5 紅 葉 川 ●●●●

7777 ８  ・１ 東綾瀬中 足立区 1 岩　　　倉 ●●●●

8888 ８ ・ ３ 獨　　　協 6 東京電大 ●●●●

9999 ８・１２ 明大明治 6 國 學 院 ●●●●

10101010 ８・１４ 小　松　川 5

11111111 ９・１９ 城西大城西 6

12121212 １２・ ７ 城西大城西 6

13131313 １２・２５ 大東文化 8

14141414 １２・２７ 頴　明　館 7

15151515 １ ・２７ 錦城学園 5

16161616 ２・１１ 国士舘大学 6

17171717 ２・１２ 大東文化 4

18181818 ３・２７ 大東文化 5

ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 会　　場会　　場会　　場会　　場 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日

1111 ５・２ 大東文化 1111 ８・２４

2222 ５・３ 大東文化 2222 １１・２１

3333 ５・５ 大東文化 3333 １２・２３

4444 ５・２９ 大東文化 4444 ２・２７

5555 ７・１９ 大東文化 5555 ３・１２

6666 ７・２７ 大東文化 6666 ３・２１

7777 ８・１ 本　　　校 7777 ３・２５

本　　　校

練練練練　　　　　　　　習習習習　　　　　　　　試試試試　　　　　　　　合合合合
会　　場会　　場会　　場会　　場 対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校

公公公公　　　　　　　　式式式式　　　　　　　　戦戦戦戦
会　　場会　　場会　　場会　　場

大　　　山

大東文化

大東文化

私　学　大　会

関　東　予　選

ｲ　ﾝ　ﾊ　ｲ　予　選2222

1111

合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム

対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校

錦城学園

本　　　校

5555

６・１３

４・２５

７・２７ 大東文化

本　　　校

７・１９4444

獨　　　協

大東文化

合合合合　　　　　　　　同同同同　　　　　　　　練練練練　　　　　　　　習習習習

大東文化

私学大会（全国大会　準々決勝～決勝）

新人大会（東京大会　準々決勝～決勝）

支　部　大　会

明大明治

１０・１０

大東文化

大東文化

大東文化

大東文化

小　松　川

城西大城西

城西大城西

大東文化

錦城学園
国士舘大学

頴　明　館

Ｖリーグ（準決勝～決勝）

大大大大　　　　　　　　会会会会　　　　　　　　見見見見　　　　　　　　学学学学
大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名

私学大会（東京大会　準々決勝～決勝）

足立区中学校大会

大東文化

大東文化

大東文化

4444 ９・１２

１１・７ 新　人　大　会6666

5555

平成16年度平成16年度平成16年度平成16年度

2222 ５・２９

文　京　区　大　会

春の高校バレー（全国大会）

春の高校バレー（全国大会）東綾瀬中 足立区

現在、男子バレーボール部は募集をしておらず、活動をしておりません。現在、男子バレーボール部は募集をしておらず、活動をしておりません。現在、男子バレーボール部は募集をしておらず、活動をしておりません。現在、男子バレーボール部は募集をしておらず、活動をしておりません。

大大大大　　　　　　　　会会会会　　　　　　　　見見見見　　　　　　　　学学学学
大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名

春高バレー全国大会（男女決勝）

平成15年度平成15年度平成15年度平成15年度

練練練練　　　　　　　　習習習習　　　　　　　　試試試試　　　　　　　　合合合合
会　　場会　　場会　　場会　　場 対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校

錦城学園

平成28年1月12日平成28年1月12日平成28年1月12日平成28年1月12日

見学・体験入部をご希望の方は「練習見学・体験入部FAX送信書」をご利用ください。

中学生（受験生）のみなさんへ

練習の見学、体験入部は、随時受けつけております！　03-3811-0636（代）にご連絡ください。



8888 ９・１８ 大東文化

9999 ９・１９ 大東文化

10101010 １１・１３ 大東文化

11111111 １２・２５ 大東文化

12121212 ２・１１ 国士舘大学

13131313 ２・１２ 大東文化

ＮｏＮｏＮｏＮｏ

1111

ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 セット数セット数セット数セット数 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 勝敗勝敗勝敗勝敗

1111 ４・１７ 岩　　　倉 6666 小 石 川 ●●●●

2222 ５・５ 国士舘大学 10101010 日大豊山 ●●●●

3333 ５・３１ 岩　　　倉 5555 獨　　　協 ●●●●

東京成徳 2222 向　　　丘 ●●●●

大東文化 2222 京華学園 ●●●●

大東文化 1111 大　　　﨑 ●●●●

城西大城西 1111 創　　　価 ●●●●
御徒町台東中 台東区 4444 3333 ８・２２ 國 學 院 ●●●●

瑞江三中 江戸川区 4444 獨　　　協 ●●●●

7777 ７・５ 大東文化 1111 駒　　　込 ●●●●

大東文化 4444 京華学園 ●●●●

大東文化 女　　子 1111 修　　　徳 ●●●●

大東文化 6666 両　　　国 ●●●●

大東文化 女　　子 1111 日本学園 ●●●●

10101010 １０・２２ 大東文化 3333 三　　　鷹 ●●●●

11111111 １０・３０ 創　　　価 5555 東京朝鮮 ●●●●

12121212 １１・３ 岩　　　倉 7777 東亜学園 ●●●●

13131313 １１・５ 大東文化 3333

14141414 １１・２６ 大東文化 2222

15151515 １２・２７ 錦城学園 5555

東京成徳 1111

大東文化 1111

大東文化 7777

大東文化 女　　子 1111

東京成徳 4444

大東文化 4444

東京成徳 4444

市 川 南 千　　葉 2222

ＮｏＮｏＮｏＮｏ

1111

ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 セット数セット数セット数セット数 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 勝敗勝敗勝敗勝敗

竹　　　早 1111 駒      込 ○○○○

京華学園 1111 郁 文 館 △△△△

東京成徳 2222 向      丘 ○○○○

大東文化 2222 六郷工科 ○○○○

3333 ６・４ 東京朝鮮 5555 桐      朋 ●●●●

※男子バレー部、女子バレー部による合同合宿。

9999

大東文化

東京成徳

大東文化

大東文化

大東文化

９・１１

９・１７

創　　　価

大東文化

東京成徳

練練練練　　　　習習習習　　　　試試試試　　　　合合合合　　　　 公公公公　　　　式式式式　　　　戦戦戦戦

平成１８年度平成１８年度平成１８年度平成１８年度

３・２５

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宿宿宿宿

１１・１３ 新　人　大　会

5555 ９・２５

6666

東京成徳

１・２９

支　部　大　会

２・１２

岩　　　倉

大東文化

大東文化

御徒町台東中 （台東区）

4444

6666 ６・１２

8888

大東文化６・１１5555

4444 東京成徳６・４

大東文化

夕焼け小焼けふれあいの里おおるりの家（東京都八王子市）

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宿宿宿宿
月　　　日月　　　日月　　　日月　　　日

大東文化

練練練練　　　　　　　　習習習習　　　　　　　　試試試試　　　　　　　　合合合合
会　　場会　　場会　　場会　　場 対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校 会　　場会　　場会　　場会　　場 対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校

大東文化

東京朝鮮
関　東　予　選

東京成徳2222 ５・５

19191919 ３・３１

８・１６～１９（2泊3日）

京華学園1111

月　　　日月　　　日月　　　日月　　　日

４・２３

公公公公　　　　　　　　式式式式　　　　　　　　戦戦戦戦

文　京　区　大　会

2222

岩　　　倉

国士舘大学

※男子バレー部による単独合宿。
場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所

1111

会　　場会　　場会　　場会　　場

９・４

7777

関　東　予　選

会　　場会　　場会　　場会　　場

場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所
夕焼け小焼けふれあいの里（東京都八王子市）

対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校

錦城学園

岩　　　倉

大東文化

大東文化

国士舘大学

７・２７～２９（2泊3日）

平成17年度平成17年度平成17年度平成17年度

対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校

16161616 １・１４

４・２４

４・１０

18181818

17171717

私　学　大　会

私　学　大　会

文　京　区　大　会

文　京　区　大　会

準優勝

1111 ４・２３

2222 ４・３０



東京朝鮮 3333 武 蔵 丘 ●●●●

専修大付 3333 松      原 ○○○○

5555 ９・３ 大東文化 5555 4444 ８・２１ 桐      朋 ●●●●

6666 ９・２４ 大東文化 3333 郁 文 館 予　　選 ●●●●

7777 １・１４ 東京成徳 6666 日大豊山 ●●●●

8888 １・２０ 東京成徳 4444 筑波大附 リーグ ●●●●

大東文化 2222 郁 文 館 ●●●●

日大豊山 3333 白      鴎 ○○○○

10101010 ２・１８ 帝京八王子 8888 日 大 一 ●●●●

11111111 ２・２５ 錦城学園 5555 関東国際 ●●●●

豊島学院 4444 芝浦工大附 ●●●●

大　　　成 2222 安田学園 ●●●●
大東文化・東京成徳 2222 明大中野 ●●●●

ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 会　　場会　　場会　　場会　　場 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日

1111 ７・５ 大東文化 1111 ４・２９

2222 ８・・３０ 国士舘大学 2222 ５・１

3333 １・４ 本　　　校 3333 ６・１９

4444 ２・１１ 国士舘大学 4444 ７・２３

5555 １１・２０

6666 １２・２５

7777 ３・２６

ＮｏＮｏＮｏＮｏ

1111

2222

ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 セット数セット数セット数セット数 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 勝敗勝敗勝敗勝敗

1111 ４・３ 帝京八王子 4444 竹   　 早 予　　選 ●●●●

2222 ４・２８ 大東文化 2222 獨   　 協 ○○○○

大東文化 3333 京   　 華 ○○○○

帝京八王子 3333 竹   　 早 決　　勝 ●●●●

4444 ５・１３ 大　　　成 4444 郁 文 館 ●●●●

調　布　南 2222 日大豊山 ●●●●

大　　　成 2222 鷺   　 宮 ●●●●

6666 ８・２ 竹　　　台 7777 福   　 生 ○○○○

工　　　芸 4444 東京学園 ○○○○

大東文化 2222 実践学園 ○○○○

8888 ８・１７ 大東文化 3333 松 が 谷 2回戦 ●●●●

竹　　　台 5555 4444 ８・２１ 大      成 ●●●●

東京成徳 5555 獨      協 ●●●●

10101010 ９・１６ 獨　　　協 2222 京華学園 ●●●●

11111111 ９・２２ 獨　　　協 7777 日大豊山 ●●●●

12121212 １０・７ 大　　　成 7777 筑波大附 ●●●●

13131313 １１・７ 大　　　成 5555 中大杉並 ●●●●

京華学園 3333 日大桜丘 ●●●●

錦城学園 3333 忍      岡 ○○○○

工　　　芸 6666 中大杉並 ●●●●

大東文化 2222 府 中 東 ●●●●

16161616 ３・２０ 大東文化 4444 東京実業 ●●●●

相模原総合 神奈川 5555 拓 大 一 ●●●●

大東文化 5555 和   　 光 ○○○○

工　　　芸 6666 日大豊山 ●●●●

大東文化 2222 京華学園 ○○○○

18181818 ３・２０ 大東文化 4444 竹      早 ○○○○

19191919 ３・２３ 大東文化 4444 郁 文 館 ○○○○

第4位

４・２２

公公公公　　　　式式式式　　　　戦戦戦戦

獨　　　協

京華学園

15151515 １・１２ 工　　　芸

16161616 １２・４

１１・１１14141414

練練練練　　　　習習習習　　　　試試試試　　　　合合合合　　　　
会　　場会　　場会　　場会　　場

５・５

竹　　　台

相模原総合（神奈川）

大東文化

大東文化

大東文化

国士舘大学

４・３～５（2泊3日） 高尾の森わくわくビレッジ（東京都八王子市）

会　　場会　　場会　　場会　　場 対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校

東京都中学校バレーボール大会選手権大会

冬季大会（女子）

全国私学大会

春の高校バレー（全国大会）

5555 ７・２８ 大　　　成

対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校

11113333 大東文化

大東文化

ｲ　ﾝ　ﾊ　ｲ　予　選

私　学　大　会

3333 ６・１１

文　京　区　大　会９・１７

4444

帝京八王子
支　部　大　会

5555

新　人　大　会

8888 １・２８
３・１２ 大　　　成

7777 ８・１６ 工　　　芸

大東文化

大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名

工　　　芸17171717 １・１２

８・１２ 東京朝鮮

9999 ２・３ 大東文化

東京成徳

東京成徳

大東文化

6666 １０・１

私　学　大　会

合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム

合合合合　　　　　　　　同同同同　　　　　　　　練練練練　　　　　　　　習習習習

錦城学園

12121212

大大大大　　　　　　　　会会会会　　　　　　　　見見見見　　　　　　　　学学学学

7777 １１・１９

関東予選（東京大会）

国士舘大学

東綾瀬中 足立区

関東予選（東京大会）

インハイ予選（東京大会）

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宿宿宿宿
月　　　日月　　　日月　　　日月　　　日 場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所

獨　　　協

大　　　成

大　　　成

竹　　　台

大東文化

9999 ９・２

※男子バレー部、女子バレー部による合同合宿。
８・３～６（3泊4日） 北志賀高原ホテル竜王（長野県下高井郡） ※バスケットボール部との合同合宿。

平成１９年度平成１９年度平成１９年度平成１９年度

４・１５
文　京　区　大　会

大　　　成

帝京八王子

大東文化

関　東　予　選

3333 ６・１０ ｲ　ﾝ　ﾊ　ｲ　予　選

2222

私　学　大　会

5555 ９・１６ 文　京　区　大　会

９・３０ 秋　季　大　会

7777 １１・１８ 新　人　大　会

6666

8888 １・２７ 私　学　大　会

9999 ３・３０
文　京　区　大　会

準優勝



ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日

1111 ３・２６

2222 １２・２３

ＮｏＮｏＮｏＮｏ

1111

2222

ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 セット数セット数セット数セット数 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 勝敗勝敗勝敗勝敗

京華学園 2222 青山学院 ●●●●

大東文化 2222 神      代 ●●●●

2222 ５・４ 大東文化 3333 鷺      宮 ○○○○

大　　　成 2222 成城学園 ●●●●

雪　　　谷 2222 3333 ８・２１ 農 大 一 ●●●●

4444 ５・３１ 錦城学園 3333 竹      早 予　　選 ○○○○

修　　　徳 2222 京華学園 ○○○○

錦城学園 2222 京華学園 準決勝 ●●●●

大東文化 2222 駒 大 高 ●●●●

錦城学園 2222 南 多 摩 ●●●●

大東文化 1111 日 野 台 ●●●●

錦城学園 2222 海      城 ○○○○

関東国際 2222 小 石 川 予　　選 ○○○○

市　川　南 千　　葉 1111 筑波大附 ●●●●

日　大　三 1111 京華学園 ○○○○

竹　　　台 1111 日大豊山 決　　勝 ○○○○

深　　　沢 1111 筑波大附 △△△△

9999 ８・１４ 大　　　成 6666

実践学園 2222

大　　　成 2222

足立学園 4444

日大豊山 4444

日　大　二 4444

12121212 ９・２１ 雪谷・大﨑 7777

竹　　　台 3333

駒　　　場 3333

14141414 １０・５ 京華学園 4444

15151515 １２・２３ 西　武　台 埼　　玉 7777

加　賀　中 板橋区 3333

明　桜　中 北　　区 3333

西　武　台 埼　　玉 5555

浦和学院 埼　　玉 4444

西　武　台 埼　　玉 5555

錦城学園 4444

19191919 ２・１５ 国士舘大学 女　　子 3333

20202020 ３・２０ 聖徳学園 7777

ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 会　　場会　　場会　　場会　　場 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日

1111 ７・２２ 東京体育館 1111 ４・２９

2222 ７・２３ 東京体育館 2222 ８・２２

3333 ８・３ 本　　　校 3333 １０・２１

4444 １１・２２ 本　　　校 4444 １１・２１

5555 ２・１４ 国士舘大学 5555 １２・２３

6666 ２・１５ 国士舘大学 6666 ３・２６

ＮｏＮｏＮｏＮｏ

1111

5555

十条富士見中 （北区）

西　武　台　（埼  玉）

6666

国士舘大学

17171717 １・６

合合合合　　　　　　　　同同同同　　　　　　　　練練練練　　　　　　　　習習習習

武富士バンブー

8888 ８・３ 竹　　　台

7777

公公公公　　　　式式式式　　　　戦戦戦戦
対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校会　　場会　　場会　　場会　　場

関　東　予　選４・２７

大　　　成

練練練練　　　　習習習習　　　　試試試試　　　　合合合合　　　　

春の高校バレー（全国大会）

大大大大　　　　　　　　会会会会　　　　　　　　見見見見　　　　　　　　学学学学

場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宿宿宿宿
月　　　日月　　　日月　　　日月　　　日

全国私学大会

大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名

平成２０年度平成２０年度平成２０年度平成２０年度

1111

会　　場会　　場会　　場会　　場 対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校

1111京華学園４・２０

８・１ 大東文化

2222

７・２１

５・１１

７・２０

6666

錦城学園

秋　季　大　会９・２８

7777

新　人　大　会

16161616

13131313 竹　　　台９・２３

大東文化

錦城学園

大東文化

3333

１１・９

5555

国士舘大学

大東文化

夕焼け小焼けの里（東京都八王子市） ※男子バレー部、女子バレー部との合同合宿。
８・７～１０（3泊4日） パノラマランド木島平（長野県下高井郡） ※バスケットボール部との合同合宿。

４・１～３（2泊3日）

10101010 ８・１５ 大　　　成

大　　　成

11111111 ８・３１ 足立学園

18181818 １・１１ 西　武　台　（埼  玉）

１２・２８

京華学園

西　武　台　（埼  玉）

ｲ　ﾝ　ﾊ　ｲ　予　選

私　学　大　会

4444 ９・７ 文　京　区　大　会

第3位

６・８

３・２９

文　京　区　大　会

優　　勝

大大大大　　　　　　　　会会会会　　　　　　　　見見見見　　　　　　　　学学学学
合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム 大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名

雪　　　谷

武富士バンブー 関東大学春季リーグ

私学大会（共栄学園ＶＳ中大杉並）

雪　　　谷 関東大学秋季リーグ

関東大学秋季リーグ

国士舘大学 全国私学大会

足立区東綾瀬中

春の高校バレー（全国大会）

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宿宿宿宿
月　　　日月　　　日月　　　日月　　　日 場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所

パノラマランド木島平（長野県下高井郡） ※バスケットボール部との合同合宿。４・１～３（2泊3日）



2222

3333

ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 セット数セット数セット数セット数 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 勝敗勝敗勝敗勝敗

1111 ５・３１ 駒　　　 込 6666 東久留米総合 ○○○○

日　大　三 3333 海     城 ○○○○

南　　　 平 3333 拓 大 一 2回戦 ●●●●

3333 ８・２５ 十条富士見中 北　　区 1111 東京成徳 ●●●●

4444 ８・２６ あきる野西中あきる野市 2222 巣      鴨 ○○○○

大東文化 2222 中央大高 ●●●●

中央大高 2222 日大豊山 ●●●●

関東国際 3333 京華学園 ●●●●

東　　　京 2222 獨      協 ●●●●

中央大高 ●●●●

日大豊山 ●●●●

京華学園 ●●●●

竹      早 予　　選 ○○○○

京華学園 ●●●●

中央大高 ●●●●

日大豊山 リーグ ●●●●

竹      早 ●●●●

ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 会　　場会　　場会　　場会　　場 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日

1111 ７・１９ 十条富士見中 1111 １２・２３

2222 ７・２６ 十条富士見中 2222 １・１６

3333 ８・７ 十条富士見中

4444 ８・１８ あきる野西中

5555 ８・２５ 十条富士見中

6666 ８・２６ あきる野西中

7777 １・７ 西　武　台

8888 ３・１７ 国士舘大学

ＮｏＮｏＮｏＮｏ

1111

2222

3333

4444

ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 セット数セット数セット数セット数 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 勝敗勝敗勝敗勝敗

京華学園 3333 深      沢 ●●●●

錦城学園 3333 豊島学院 ●●●●

京華学園 3333 武      蔵 ○○○○

関東国際 3333 錦      城 ●●●●

3333 １２・２３ 国士舘大学 女　　子 4444 日大豊山 ●●●●

4444 １・４ 十条富士見中 女　　子 2222 中央大高 ●●●●

京華学園 ●●●●

筑波大附 ●●●●

獨      協 ●●●●

4444 ３・２７ 中止

1111

あきる野市

北　　区

あきる野市

※人数不足のため

2222

北　　区

十条富士見中

十条富士見中

あきる野西中

会　　場会　　場会　　場会　　場

練練練練　　　　習習習習　　　　試試試試　　　　合合合合

京華学園 ４・２５

※人数不足のため

2222 ５・５ 大東文化

国士舘大学

関　東　予　選1111 ５・３

６・１３2222

大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名

全国私学大会十条富士見中

公公公公　　　　式式式式　　　　戦戦戦戦
会　　場会　　場会　　場会　　場

文　京　区　大　会

合合合合　　　　　　　　同同同同　　　　　　　　練練練練　　　　　　　　習習習習
合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム

会　　場会　　場会　　場会　　場 対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校

練練練練　　　　習習習習　　　　試試試試　　　　合合合合　　　　

西　武　台 埼　　　玉

5555 ９・２０ 大東文化

6666 ９・２２ 関東国際

3333

８・５

対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校

文　京　区　大　会

１２・２４～２５（1泊2日） 小田原トラベルホテル（神奈川県小田原市）

十条富士見中（北区）

対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校

あきる野西中

平成２２年度平成２２年度平成２２年度平成２２年度

あきる野西中（あきる野市）

3333 ８・２８

5555 ３・２８

７・２５～２９（3泊4日） パノラマランド木島平（長野県下高井郡） ※水泳部との合同合宿。

※女子バレー部による単独試合遠征。

駒　　　込

日　大　三

平成２１年度平成２１年度平成２１年度平成２１年度

対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校会　　場会　　場会　　場会　　場

公公公公　　　　式式式式　　　　戦戦戦戦

1111 ４・２６ 関　東　予　選

2222 ６・１４ ｲ　ﾝ　ﾊ　ｲ　予　選

８・２９

文　京　区　大　会

4444 ８・３０

春の高校バレー（東京大会）

十条富士見中 北　　区

北　　区

文　京　区　大　会

大大大大　　　　　　　　会会会会　　　　　　　　見見見見　　　　　　　　学学学学

国士舘大学

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宿宿宿宿
月　　　日月　　　日月　　　日月　　　日 場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所

４・２～４（2泊3日） 富士の休暇村（山梨県南都留郡） ※バスケットボール部との合同合宿。
８・９～１２（3泊4日） 伊豆長岡温泉「いづみ荘」（静岡県伊豆の国市） ※男子バレー部、女子バレー部との合同合宿。

１２・２３～２５（1泊2日） 伊豆長岡温泉「いづみ荘」（静岡県伊豆の国市） ※女子バレー部による単独試合遠征。
３・２９～３１（２泊3日） 伊豆長岡温泉「いづみ荘」（静岡県伊豆の国市） ※女子バレー部による単独試合遠征。

※文京区大会は、東日本大震災の影響で中止となりました。

ｲ　ﾝ　ﾊ　ｲ　予　選

十条富士見中（北区）



ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 会　　場会　　場会　　場会　　場 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日

1111 ５・１６ 十条富士見中 1111 １２・２３

2222 １０・３ 十条富士見中

3333 １０・１０ 十条富士見中

4444 １・４ 十条富士見中

ＮｏＮｏＮｏＮｏ

1111

2222

ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 セット数セット数セット数セット数 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 勝敗勝敗勝敗勝敗

1111 12・26 中央大高 4444 大　　　山 ○○○○

戸　　　山 ●●●●

錦城学園 ●●●●

攻玉社 ○○○○

日野台 ●

開成 ●

3333 ８・２２ 関東第一 棄権

4444 ８・２８ 調布南 棄権

日大豊山 ●

京華学園 ○

筑波大付 ○

中央大高 ●

竹　　早 ●
都・武蔵 ○

國學院久我山 ●

高輪 ●

開成 ●

ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 会　　場会　　場会　　場会　　場 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日

1111 ４・１０ 本　　　　　校 1111 ８・１８

2222 ４・２９ 十条富士見中 2222 11・13

3333 ５・２ 国士舘大学

4444 ５・８ 本　　　　　校

5555 ７・１６ 本　　　　　校

6666 ７・２３ 国士舘大学

7777 １０・２ 十条富士見中

16161616 12・26 十条富士見中

17171717 １・28 十条富士見中

18181818 3・24 本　　　　　校

19191919 3・27 本　　　　　校

20202020 3・30 本　　　　　校

21212121 3・31 本　　　　　校

ＮｏＮｏＮｏＮｏ

1111

2222

対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校 会　　場会　　場会　　場会　　場

十条富士見中 北　　　区

会　　場会　　場会　　場会　　場

十条富士見中 北　　　区

※水泳、ダンス、軟式野球部との合同合宿。

練練練練　　　　習習習習　　　　試試試試　　　　合合合合　　　　

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宿宿宿宿
月　　　日月　　　日月　　　日月　　　日 場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所

対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校

6666 12・27

伊豆長岡温泉「いづみ荘」（静岡県伊豆の国市）　12・28～30（2泊3日）

北　　　区

※男子、女子バレー部による合同合宿。

８・９～１２（3泊4日）

北　　　区

十条富士見中

十条富士見中

場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所

十条富士見中

フレンドシップよしみ（埼玉県比企郡）

十条富士見中

※人数不足のため

８・９～１２（3泊4日） フレンドシップよしみ（埼玉県比企郡）

平成２３年度平成２３年度平成２３年度平成２３年度

※春合宿は東日本大地震の影響で中止となりました。３・２８～３０ （ 中 止 ） 伊豆長岡温泉「いづみ荘」（静岡県伊豆の国市）

十条富士見中

私学大会

公公公公　　　　式式式式　　　　戦戦戦戦

5555 11・13 新人大会

平成２４年度平成２４年度平成２４年度平成２４年度

合　　同　　練　　習合　　同　　練　　習合　　同　　練　　習合　　同　　練　　習 大　　会　　見　　学大　　会　　見　　学大　　会　　見　　学大　　会　　見　　学
合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム 大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名

十条富士見中 北　　　区

北　　　区

十条富士見中 北　　　区

私学大会

2222 ６・１２ ｲ　ﾝ　ﾊ　ｲ　予　選

全国私学大会

全日本選手権

5555 ９・25 文京区大会

1111 ５・１ 関　東　予　選

合　　同　　練　　習合　　同　　練　　習合　　同　　練　　習合　　同　　練　　習 大大大大　　　　　　　　会会会会　　　　　　　　見見見見　　　　　　　　学学学学
合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム 大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名

女子私学大会

十条富士見中 北　　　区 男子新人大会　

十条富士見中 北　　　区

十条富士見中 北　　　区

国士舘大学

十条富士見中 北　　　区

十条富士見中 北　　　区

国士舘大学

北　　　区

十条富士見中 北　　　区

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宿宿宿宿

十条富士見中

※ダンス、軟式野球部との合同合宿。

北　　　区

月　　　日月　　　日月　　　日月　　　日



ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 セット数セット数セット数セット数 都富士 ●●●●

1111 6・16 十条富士見中 北　　区 1111 日体荏原 ●●●●

2222 ８・２４ 国士舘大学 2222 日大豊山 ●●●●

獨　　協 ○

都竹早 ●

京華学園 ●

3333 ３・３１ 棄権

ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日 会　　場会　　場会　　場会　　場 ＮｏＮｏＮｏＮｏ月　日月　日月　日月　日

1111 ４・7 十条富士見中

2222 ４・15 十条富士見中

3333 ５・５ 十条富士見中

4444 ５・13 本　　　　　　校

5555 ６・16 本　　　　　　校

6666 ８・19 十条富士見中

7777 ８・24 国士舘大学

8888 ９・23 十条富士見中

ＮｏＮｏＮｏＮｏ

1111

〔リンク先〕　茨城県立佐和高等学校女子バレーボール部
http://www.sawa-h.ibk.ed.jp/?page_id=168
〔リンク先〕　茨城県立那珂高等学校女子バレーボール部
http://www.naka-h.ibk.ed.jp/?page_id=146

http://www.hstwv.jp/

http://blogs.yahoo.co.jp/ichiseym

北　　　区
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東京都中学校総合体育大会兼ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手権大会予選

十条富士見中　対　浮間中北　　　区

北　　　区

十条富士見中

十条富士見中

大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名大　　　　会　　　　名

十条富士見中

十条富士見中

合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム合　同　チ　ー　ム

６・24

公公公公　　　　式式式式　　　　戦戦戦戦
会　　場会　　場会　　場会　　場 対　戦　校対　戦　校対　戦　校対　戦　校

練練練練　　　　習習習習　　　　試試試試　　　　合合合合　　　　

3333 10・28 京華学園 6666

1111
十条富士見中 （北区）

京華学園

十条富士見中 北　　　区

６・１０ インハイ予選

2222
（京華祭招待試合）

国士舘大学

９・３０

十条富士見中 北　　　区

合合合合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宿宿宿宿
月　　　日月　　　日月　　　日月　　　日

十条富士見中 北　　　区

〔リンク先〕　八王子ジュニアバレーボールクラブ（八王子ＪＶＣ）

８・５～８（３泊４日） 長野県伊那市中河郡（別館いさわ） ※バスケットボール部との合同合宿。

国士舘大学

北　　　区

文京区大会

場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所場　　　　　　　　　　所

〔リンク先〕　東京都高校体育連盟女子バレーボール専門部

文京区大会

合　　同　　練　　習合　　同　　練　　習合　　同　　練　　習合　　同　　練　　習 大大大大　　　　　　　　会会会会　　　　　　　　見見見見　　　　　　　　学学学学

現在、男子バレーボール部は募集をしておらず、活動をしておりません。現在、男子バレーボール部は募集をしておらず、活動をしておりません。現在、男子バレーボール部は募集をしておらず、活動をしておりません。現在、男子バレーボール部は募集をしておらず、活動をしておりません。

見学・体験入部をご希望の方は「練習見学・体験入部FAX送信書」をご利用ください。

女子バレーボール部一同、心よりお待ちしております。

中学生・受験生のみなさんへ

中学生、受験生のみなさん。こんにちは。
ＳＤＨ昭和第一高等学校女子バレーボール部は、随時、部活動見学、体験入部を受けつけております。
ご希望の場合は、０３－３８１１－０６３６（昭和第一高校）女子バレーボール部顧問までご連絡ください。


