
平成２９年度全国中学校体育大会平成２９年度全国中学校体育大会平成２９年度全国中学校体育大会平成２９年度全国中学校体育大会

第４７回全日本中学校バレーボール選手権大会第４７回全日本中学校バレーボール選手権大会第４７回全日本中学校バレーボール選手権大会第４７回全日本中学校バレーボール選手権大会

【男子予選グループ戦組合せ】【男子予選グループ戦組合せ】【男子予選グループ戦組合せ】【男子予選グループ戦組合せ】

８月２３日（水）

1111 南南南南足足足足柄柄柄柄市市市市立立立立岡岡岡岡本本本本中中中中学学学学校校校校

Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ１

松松松松江江江江市市市市立立立立第第第第一一一一中中中中学学学学校校校校 （島根）（島根）（島根）（島根）

14:1014:1014:1014:10 Ｉ５Ｉ５Ｉ５Ｉ５

江江江江別別別別市市市市立立立立中中中中央央央央中中中中学学学学校校校校 （北海道）（北海道）（北海道）（北海道）23232323

（京都）（京都）（京都）（京都）京京京京都都都都市市市市立立立立洛洛洛洛北北北北中中中中学学学学校校校校

安安安安来来来来市市市市立立立立第第第第三三三三中中中中学学学学校校校校

26262626 北北北北九九九九州州州州市市市市立立立立板板板板櫃櫃櫃櫃中中中中学学学学校校校校

11:5011:5011:5011:50

15:2015:2015:2015:20 Ｉ６Ｉ６Ｉ６Ｉ６

27272727 大大大大田田田田区区区区立立立立南南南南六六六六郷郷郷郷中中中中学学学学校校校校 （東京）（東京）（東京）（東京）

9:309:309:309:30

28282828 木木木木古古古古内内内内町町町町立立立立木木木木古古古古内内内内中中中中学学学学校校校校

30303030 宮宮宮宮崎崎崎崎市市市市立立立立佐佐佐佐土土土土原原原原中中中中学学学学校校校校

（北海道）（北海道）（北海道）（北海道）

Ｆ２Ｆ２Ｆ２Ｆ２ 10:4010:4010:4010:40

（大阪）（大阪）（大阪）（大阪）

6666

14:1014:1014:1014:10

21212121

Ｉ１Ｉ１Ｉ１Ｉ１

22222222

Ｉ２Ｉ２Ｉ２Ｉ２ 10:4010:4010:4010:40

組組組組 組組組組

宇宇宇宇都都都都宮宮宮宮市市市市立立立立宮宮宮宮のののの原原原原中中中中学学学学校校校校 （栃木）（栃木）（栃木）（栃木）

1111

9:309:309:309:30

2222

9:309:309:309:30

6666 福福福福 井井井井 市市市市 足足足足 羽羽羽羽 中中中中 学学学学 校校校校

242424244444 柏柏柏柏原原原原市市市市立立立立国国国国分分分分中中中中学学学学校校校校

（神奈川）（神奈川）（神奈川）（神奈川）

Ｆ５Ｆ５Ｆ５Ｆ５

3333 串串串串間間間間市市市市立立立立串串串串間間間間中中中中学学学学校校校校 （宮崎）（宮崎）（宮崎）（宮崎）

（福岡）（福岡）（福岡）（福岡）

Ｉ３Ｉ３Ｉ３Ｉ３

（島根）（島根）（島根）（島根）

25252525 松松松松山山山山市市市市立立立立雄雄雄雄新新新新中中中中学学学学校校校校 （愛媛）（愛媛）（愛媛）（愛媛）

7777

15:2015:2015:2015:20 Ｆ６Ｆ６Ｆ６Ｆ６

Ｆ3Ｆ3Ｆ3Ｆ3 11:5011:5011:5011:50

（福井）（福井）（福井）（福井）

5555 豊豊豊豊後後後後大大大大野野野野市市市市立立立立緒緒緒緒方方方方中中中中学学学学校校校校 （大分）（大分）（大分）（大分）

組組組組

7777 奈奈奈奈良良良良市市市市立立立立三三三三笠笠笠笠中中中中学学学学校校校校 （奈良）（奈良）（奈良）（奈良）

Ｆ４Ｆ４Ｆ４Ｆ４ 13:0013:0013:0013:00

Ｇ１Ｇ１Ｇ１Ｇ１ 9:309:309:309:30

（大阪）（大阪）（大阪）（大阪）

9999 津津津津 市市市市 立立立立 西西西西 郊郊郊郊 中中中中 学学学学 校校校校 （三重）（三重）（三重）（三重）

10101010 昇昇昇昇 陽陽陽陽 中中中中 学学学学 校校校校

2222

組組組組

Ｉ４Ｉ４Ｉ４Ｉ４ 13:0013:0013:0013:00

8888 高高高高 知知知知 中中中中 学学学学 校校校校 （高知）（高知）（高知）（高知）

14:1014:1014:1014:10 Ｊ５Ｊ５Ｊ５Ｊ５

組組組組 組組組組

11111111 花花花花巻巻巻巻市市市市立立立立宮宮宮宮野野野野目目目目中中中中学学学学校校校校 （岩手）（岩手）（岩手）（岩手） 31313131 足足足足立立立立区区区区立立立立渕渕渕渕江江江江中中中中学学学学校校校校 （東京）（東京）（東京）（東京）

（宮崎）（宮崎）（宮崎）（宮崎）

Ｊ１Ｊ１Ｊ１Ｊ１

29292929 つつつつ がががが るるるる 市市市市 立立立立 稲稲稲稲 垣垣垣垣 中中中中 学学学学 校校校校 （青森）（青森）（青森）（青森）

3333 8888

11:5011:5011:5011:50 Ｇ３Ｇ３Ｇ３Ｇ３

（山形）（山形）（山形）（山形）

Ｊ３Ｊ３Ｊ３Ｊ３

（広島）（広島）（広島）（広島）

33333333 駿駿駿駿 台台台台 学学学学 園園園園 中中中中 学学学学 校校校校 （東京）（東京）（東京）（東京）

11:5011:5011:5011:50

14141414 豊豊豊豊橋橋橋橋市市市市立立立立中中中中部部部部中中中中学学学学校校校校

Ｊ２Ｊ２Ｊ２Ｊ２ 10:4010:4010:4010:40

12121212 坂坂坂坂 戸戸戸戸 市市市市 立立立立 桜桜桜桜 中中中中 学学学学 校校校校 （埼玉）（埼玉）（埼玉）（埼玉）

Ｈ１Ｈ１Ｈ１Ｈ１ 9:309:309:309:30

（愛知）（愛知）（愛知）（愛知）

13131313 宮宮宮宮古古古古島島島島市市市市立立立立佐佐佐佐良良良良浜浜浜浜中中中中学学学学校校校校 （沖縄）（沖縄）（沖縄）（沖縄）

32323232 広広広広島島島島市市市市立立立立井井井井口口口口中中中中学学学学校校校校

34343434 寒寒寒寒河河河河江江江江市市市市立立立立陵陵陵陵西西西西中中中中学学学学校校校校

Ｇ２Ｇ２Ｇ２Ｇ２ 10:4010:4010:4010:40

15:2015:2015:2015:20 Ｊ６Ｊ６Ｊ６Ｊ６

組組組組 組組組組

15151515 ササササ レレレレ ジジジジ オオオオ 中中中中 学学学学 校校校校 （東京）（東京）（東京）（東京） 35353535 宍宍宍宍粟粟粟粟市市市市立立立立山山山山崎崎崎崎東東東東中中中中学学学学校校校校 （兵庫）（兵庫）（兵庫）（兵庫）

Ｈ２Ｈ２Ｈ２Ｈ２ 10:4010:4010:4010:40 Ｊ４Ｊ４Ｊ４Ｊ４ 13:0013:0013:0013:00

16161616 仙仙仙仙台台台台市市市市立立立立将将将将監監監監中中中中学学学学校校校校 （宮城）（宮城）（宮城）（宮城） 36363636 鯖鯖鯖鯖 江江江江 市市市市 鯖鯖鯖鯖 江江江江 中中中中 学学学学 校校校校 （福井）（福井）（福井）（福井）

4444 9999

14:1014:1014:1014:10 Ｈ５Ｈ５Ｈ５Ｈ５

Ｆ・Ｇ・Ｈ コートＦ・Ｇ・Ｈ コートＦ・Ｇ・Ｈ コートＦ・Ｇ・Ｈ コート

Ｈ３Ｈ３Ｈ３Ｈ３ 11:5011:5011:5011:50

早水公園体育文化センター早水公園体育文化センター早水公園体育文化センター早水公園体育文化センター

Ｉ・ＪコートＩ・ＪコートＩ・ＪコートＩ・Ｊコート

17171717 富富富富士士士士見見見見市市市市立立立立東東東東中中中中学学学学校校校校 （埼玉）（埼玉）（埼玉）（埼玉）

5555

15:2015:2015:2015:20 Ｈ６Ｈ６Ｈ６Ｈ６

組組組組

19191919 岡岡岡岡崎崎崎崎市市市市立立立立矢矢矢矢作作作作中中中中学学学学校校校校 （愛知）（愛知）（愛知）（愛知）

18181818 新新新新潟潟潟潟市市市市立立立立中中中中之之之之口口口口中中中中学学学学校校校校 （新潟）（新潟）（新潟）（新潟）

Ｈ４Ｈ４Ｈ４Ｈ４ 13:0013:0013:0013:00

20202020 大大大大 村村村村 市市市市 立立立立 郡郡郡郡 中中中中 学学学学 校校校校 （長崎）（長崎）（長崎）（長崎）

高城運動公園総合体育館高城運動公園総合体育館高城運動公園総合体育館高城運動公園総合体育館



Ｄ・Ｅ コートＤ・Ｅ コートＤ・Ｅ コートＤ・Ｅ コート

平成２９年度全国中学校体育大会平成２９年度全国中学校体育大会平成２９年度全国中学校体育大会平成２９年度全国中学校体育大会

第４７回全日本中学校バレーボール選手権大会第４７回全日本中学校バレーボール選手権大会第４７回全日本中学校バレーボール選手権大会第４７回全日本中学校バレーボール選手権大会

【女子予選グループ戦組合せ】【女子予選グループ戦組合せ】【女子予選グループ戦組合せ】【女子予選グループ戦組合せ】

８月２３日（水）

1111 広広広広島島島島市市市市立立立立可可可可部部部部中中中中学学学学校校校校 宍宍宍宍 粟粟粟粟 市市市市立立立立 山山山山崎崎崎崎 東東東東中中中中 学学学学校校校校 （兵庫）（兵庫）（兵庫）（兵庫）

1111 6666

14:1014:1014:1014:10 Ａ５Ａ５Ａ５Ａ５

Ａ１Ａ１Ａ１Ａ１

三三三三沢沢沢沢市市市市立立立立堀堀堀堀口口口口中中中中学学学学校校校校 （青森）（青森）（青森）（青森）

9:309:309:309:30

組組組組 組組組組

14:1014:1014:1014:10 Ｄ５Ｄ５Ｄ５Ｄ５

氷氷氷氷見見見見市市市市立立立立北北北北部部部部中中中中学学学学校校校校 （富山）（富山）（富山）（富山）

（広島）（広島）（広島）（広島） 21212121

（東京）（東京）（東京）（東京）

Ｄ１Ｄ１Ｄ１Ｄ１

22222222 世世世世 田田田田 谷谷谷谷区区区区 立立立立北北北北 沢沢沢沢中中中中 学学学学校校校校

23232323

11:5011:5011:5011:50

（福島）（福島）（福島）（福島）

（山形）（山形）（山形）（山形）

（長野）（長野）（長野）（長野）

9:309:309:309:30

2222

山山山山辺辺辺辺町町町町立立立立山山山山辺辺辺辺中中中中学学学学校校校校

26262626

Ａ２Ａ２Ａ２Ａ２ 10:4010:4010:4010:40 Ｄ２Ｄ２Ｄ２Ｄ２ 10:4010:4010:4010:40

4444 福福福福 岡岡岡岡 女女女女 学学学学 院院院院 中中中中 学学学学 校校校校 （福岡）（福岡）（福岡）（福岡）

3333 翔翔翔翔 凜凜凜凜 中中中中 学学学学 校校校校 （千葉）（千葉）（千葉）（千葉）

郡郡郡郡山山山山市市市市立立立立郡郡郡郡山山山山第第第第七七七七中中中中学学学学校校校校

Ｄ３Ｄ３Ｄ３Ｄ３

25252525 長長長長野野野野市市市市立立立立裾裾裾裾花花花花中中中中学学学学校校校校

Ａ3Ａ3Ａ3Ａ3 11:5011:5011:5011:50

（福島）（福島）（福島）（福島）

5555 共共共共 栄栄栄栄 学学学学 園園園園 中中中中 学学学学 校校校校 （東京）（東京）（東京）（東京）

6666 福福福福島島島島市市市市立立立立福福福福島島島島第第第第三三三三中中中中学学学学校校校校

24242424

15:2015:2015:2015:20 Ｄ６Ｄ６Ｄ６Ｄ６

組組組組 組組組組

7777 金金金金 蘭蘭蘭蘭 会会会会 中中中中 学学学学 校校校校 （大阪）（大阪）（大阪）（大阪） 27272727 就就就就 実実実実 中中中中 学学学学 校校校校 （岡山）（岡山）（岡山）（岡山）

2222 7777

15:2015:2015:2015:20 Ａ６Ａ６Ａ６Ａ６

（北海道）（北海道）（北海道）（北海道）

29292929 近近近近 江江江江 兄兄兄兄 弟弟弟弟 社社社社 中中中中 学学学学 校校校校 （滋賀）（滋賀）（滋賀）（滋賀）

9:309:309:309:30

10101010 尚尚尚尚 学学学学 館館館館 中中中中 学学学学 校校校校

Ａ4Ａ4Ａ4Ａ4 13:0013:0013:0013:00 Ｄ４Ｄ４Ｄ４Ｄ４ 13:0013:0013:0013:00

8888 宇宇宇宇佐佐佐佐市市市市立立立立長長長長洲洲洲洲中中中中学学学学校校校校 （大分）（大分）（大分）（大分）

Ｂ１Ｂ１Ｂ１Ｂ１ 9:309:309:309:30

（宮崎）（宮崎）（宮崎）（宮崎）

9999 福福福福井井井井工工工工業業業業大大大大学学学学附附附附属属属属福福福福井井井井中中中中学学学学校校校校 （福井）（福井）（福井）（福井）

28282828 幕幕幕幕別別別別町町町町立立立立札札札札内内内内中中中中学学学学校校校校

30303030 室室室室蘭蘭蘭蘭市市市市立立立立桜桜桜桜蘭蘭蘭蘭中中中中学学学学校校校校

Ｅ１Ｅ１Ｅ１Ｅ１

14:1014:1014:1014:10 Ｅ５Ｅ５Ｅ５Ｅ５

組組組組 組組組組

11111111 文文文文京京京京学学学学院院院院大大大大学学学学女女女女子子子子中中中中学学学学校校校校 （東京）（東京）（東京）（東京） 31313131 高高高高松松松松市市市市立立立立香香香香川川川川第第第第一一一一中中中中学学学学校校校校 （香川）（香川）（香川）（香川）

3333 8888

11:5011:5011:5011:50 Ｂ３Ｂ３Ｂ３Ｂ３

（北海道）（北海道）（北海道）（北海道）

（千葉）（千葉）（千葉）（千葉）

33333333 駿駿駿駿 台台台台 学学学学 園園園園 中中中中 学学学学 校校校校 （東京）（東京）（東京）（東京）

11:5011:5011:5011:50

14141414 松松松松 山山山山 東東東東 雲雲雲雲 中中中中 学学学学 校校校校

Ｂ２Ｂ２Ｂ２Ｂ２ 10:4010:4010:4010:40 Ｅ２Ｅ２Ｅ２Ｅ２ 10:4010:4010:4010:40

12121212 焼焼焼焼 津津津津 市市市市立立立立 大大大大井井井井 川川川川中中中中 学学学学校校校校 （静岡）（静岡）（静岡）（静岡）

Ｃ１Ｃ１Ｃ１Ｃ１ 9:309:309:309:30

（愛媛）（愛媛）（愛媛）（愛媛）

13131313 八八八八 王王王王 子子子子 実実実実 践践践践 中中中中 学学学学 校校校校 （東京）（東京）（東京）（東京）

32323232 船船船船橋橋橋橋市市市市立立立立坪坪坪坪井井井井中中中中学学学学校校校校

34343434 静静静静岡岡岡岡県県県県西西西西遠遠遠遠女女女女子子子子学学学学園園園園中中中中学学学学校校校校

Ｅ３Ｅ３Ｅ３Ｅ３

15:2015:2015:2015:20 Ｅ６Ｅ６Ｅ６Ｅ６

組組組組 組組組組

15151515 西西西西 原原原原 町町町町立立立立 西西西西原原原原 東東東東中中中中 学学学学校校校校 （沖水）（沖水）（沖水）（沖水） 35353535 山山山山口口口口市市市市立立立立徳徳徳徳地地地地中中中中学学学学校校校校 （山口）（山口）（山口）（山口）

4444 9999

14:1014:1014:1014:10 Ｃ５Ｃ５Ｃ５Ｃ５

（静岡）（静岡）（静岡）（静岡）

36363636 姶姶姶姶良良良良市市市市立立立立重重重重富富富富中中中中学学学学校校校校（兵庫）（兵庫）（兵庫）（兵庫）

Ａ・Ｂ・Ｃ コートＡ・Ｂ・Ｃ コートＡ・Ｂ・Ｃ コートＡ・Ｂ・Ｃ コート

Ｃ３Ｃ３Ｃ３Ｃ３ 11:5011:5011:5011:50

（鹿児島）（鹿児島）（鹿児島）（鹿児島）

17171717 豊豊豊豊橋橋橋橋市市市市立立立立東東東東陽陽陽陽中中中中学学学学校校校校 （愛知）（愛知）（愛知）（愛知）

Ｃ２Ｃ２Ｃ２Ｃ２ 10:4010:4010:4010:40 Ｅ４Ｅ４Ｅ４Ｅ４ 13:0013:0013:0013:00

16161616 南南南南ああああわわわわじじじじ市市市市立立立立三三三三原原原原中中中中学学学学校校校校

KIRISHIMAツワブキ武道館KIRISHIMAツワブキ武道館KIRISHIMAツワブキ武道館KIRISHIMAツワブキ武道館

5555

15:2015:2015:2015:20 Ｃ６Ｃ６Ｃ６Ｃ６

組組組組

19191919

Ｃ４Ｃ４Ｃ４Ｃ４ 13:0013:0013:0013:00

20202020 四四四四 天天天天 王王王王 寺寺寺寺 中中中中 学学学学 校校校校 （大阪）（大阪）（大阪）（大阪）

上上上上毛毛毛毛町町町町立立立立上上上上毛毛毛毛中中中中学学学学校校校校 （福岡）（福岡）（福岡）（福岡）

18181818 東東東東 京京京京 立立立立 正正正正 中中中中 学学学学 校校校校 （東京）（東京）（東京）（東京） 宮崎市総合体育館宮崎市総合体育館宮崎市総合体育館宮崎市総合体育館


