
　　　　田川市長杯争奪　福岡県小学生バレーボール筑豊大会　大会記録
主　催　　田川市バレーボール協会　　　　　　　　　　主　管　　筑豊地区小学生バレーボール連盟

後　援　　田川市・福岡県小学生バレーボール連盟・筑豊地区バレーボール連盟・田川市郡各教育委員会・田川市郡各体育協会

回数 開　　催　　日 主　　会　　場 種　　　　　目 優　　　　　　　　　　　　勝 ２　　　　　　　　　　　　位 ３　　　　　　　　　　　　位 ３　　　　　　　　　　　　位

昭和６２・８・２３ 田川市総合体育館 招待の部（女子） 賀茂クリスタル 　　　　　　（福岡） 頃末スポーツ少年団　　　　 （北部） 天龍寺クラブ　　　　　　　 　　　　　（北九州）

（１９８７年） 男子の部 賀茂ファイターズ 　　　　　　（福岡） 新宮ファイターズ　　　　 　　　　 　（中部） 志免町小学校男子　　　　 　　　　　　（中部）

１ 　☆田川親善大会 女子Ａパート 夜須町バレーボール少年団 （筑後） 芦屋ジュニア　　　　　　　 　　　　　 （北部）

　　　Ｂパート 到津クラブ　　　　　　　　　 　　　　　（北九州） 福間ジュニア　　　　　　　　 　　　　　 （中部）

　　　Ｃパート 伊佐座バレーボール少年団　 （北部） 頃末ファイブ　　　　　　　　 　　　　　　（北部）

　　　Ｄパート 吉田スポーツ少年団　　　　　 　　　　　　（北部） 浅木ジュニア　　　　　　　 　　　　　　（北部）

昭和６３・１０・２３ 田川市総合体育館 男子の部 鞍手ジュニア　　　　　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 芦屋グリーンジュニア　　 （北部） 頃末バレーボール少年団　　  （北部） 大川ジュニアウイングス　　　 （筑後）

２ （１９８８年） 　☆田川市市制 女子Ａブロック 芦屋ジュニア　　　　　　　　　　 　　　　　 （北部） 若園ジュニア　　　　 　　　 　（北九州） 賀茂クリスタル　　　　　　　 　　　　　　（福岡） 北野ジュニア　　　　　　　　 　　　　（筑後）

　 　　４５周年記念大会 女子Ｂブロック 夜須町バレーボール少年団　 （筑後） 伊佐座スポーツ少年団　　 （北部） 若久フレンズ　　　　　　 　　　　　　（福岡） 筑後北小ジュニア　　　　　 　　　　　　（筑後）

平成１・１０・２２ 田川市総合体育館 男子の部 鞍手ジュニア　　　　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 賀茂ファイターズ　　　　　 　　　　　　（福岡） 大藪ファイターズ　　　　 　　　　　　（筑豊） 戸切ジュニアバレーボール　 （北部）

３ （１９８９年） 女子Ａブロック 賀茂クリスタル　　　　　　　 　　　　　　（福岡） 大木ジュニア　　　　　　　 　　　　　 （筑後） 直方少女バレークラブ　　  （筑豊） 鞍手ジュニア　　 　　　　 　　　　　（筑豊）

女子Ｂブロック 南ケ丘バレーボール少年団　　 （北九州） 筑後北小ジュニア　　　　 　　　　　　（筑後） 芦屋ジュニア　　　　　　 　　　　　 （北部） 葛原クラブ　　　　　　　　 　　　（北九州）

平成２・１０・２８ 香春勤労者体育館 男子の部 賀茂ファイターズ　　　　　　　　 　　　　　 （福岡） 大川ジュニアウイングス　  （筑後） 頃末スポーツ少年団　　 　　　　  （北部） 西陵ジュニア　　　　　　　　 　　　　　（福岡）

４ （１９９０年） 女子Ａブロック 直方少女バレークラブ　　　　　　　　　　　 （筑豊） 高見ジュニア　　　　　　　 　　　　 （北九州） 石丸ミッキーズ　　　　 　　　　　 （福岡） 寿山クラブ　　　　　　　　 　　　　　（北九州）

女子Ｂブロック 夜須町バレーボール少年団　　 （筑後） 筑後北小ジュニア　　　　　 　　　　　　（筑後） 本城フレンズ　　　　　　 　　　　 （北九州） 三輪町スポーツ少年団　　 （筑後）

平成３・９・２２ 田川市総合体育館 男子の部 鞍手ジュニア　　　　　　　　　　　　　　　　 （筑豊） 太宰府西ジュニア　　　　　　　　　　　　（中部） 鞍手ピッコロ　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 福岡南ジュニア　　　　　　　 　　　　　（中部）

５ （１９９１年） 女子Ａブロック 若久ジュニア　　　　　　　　　　　　　　　　 （福岡） 直方少女バレークラブ　　 （筑豊） 若松ジュニア　　　　 　　 　　（北九州） 筑後北小ジュニア　　　　　 　　　　　　（筑後）

女子Ｂブロック 糸田女子ジュニア　　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 広渡ジュニア　　　　　　　 　　　　　 （北部） 芦屋ジュニア　　　　　　　 　　　 　 （北部） 三輪町スポーツ少年団　　 　（筑後）

平成４・１０・２５ 田川市総合体育館 男子の部 鞍手ジュニア　　　　　　　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 頃末スポーツ少年団　　　　 　　　　  （北部） 猪熊スポーツ少年団　　 　　　　 　（北部） 大藪ジュニア　　　　　　　 　　　　　　（筑豊）

６ （１９９２年） 女子Ａブロック 頃末バレーボール少年団　　　　 （北部） 筑後北小ジュニア　　　　 　　　　　　（筑後） 鞍手ジュニア　　　　　　 　　　 　 （筑豊） 守恒ジュニア　　　　　　　 　　　　（北九州）

女子Ｂブロック 三輪町スポーツ少年団　　　　　　　　　　（筑後） 香月クラブ　　　　　　　 　　　　　（北九州） 川会ジュニア　　　　　　　　 　　　　  （筑後） 嘉穂ジュニア　　　　　　　　 　　　　　　（筑豊）

平成５・９・２６ 田川市総合体育館 男子の部 猪熊スポーツ少年団　　　　　　　　　　　 　（北部） 糸田ジュニア　　　　　　 　　　　　　（筑豊） 八幡南スピリッツ　　　 　　　　　（北九州） 大藪ジュニア　　　　　　　　 　　　　　　（筑豊）

７ （１９９３年） 女子Ａブロック 直方少女バレークラブ　　　　　　　　　　 （筑豊） 高見ジュニア　　　　　 　　　　 （北九州） 浅木ジュニア　　　　　　 　　　　　　（北部） 嘉穂ジュニア　　　　　　　　 　　　　　　（筑豊）

女子Ｂブロック 鞍手ジュニア　　　　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 神興東ミニバレー　　　　 　　　　　 （中部） 千代ビクトリー　　　　 　　　　　（北九州） 本城フレンズ　　　　　　　 　　　　（北九州）

平成６・１０・２３ 田川市総合体育館 男子の部 粕屋町ジュニアバレークラブ 　 （中部） 糸田ジュニア　　　　　　 　　　　　　（筑豊） 嘉穂ジュニア　　　　　　 　　　　　　（筑豊） 太宰府西ジュニア　　　　　 　　　　　　（中部）

８ （１９９４年） 女子Ａブロック 浅木ジュニア　　　　　　　　　 　　　　　　（北部） 千代ビクトリー　　　　　 　　　　　（北九州） 鞍手ジュニア　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 若久ジュニア　　　　　　　 　　　　　（福岡）

女子Ｂブロック 糸田女子ジュニア　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 神興東ミニバレー　　　　 　　　　　 （中部） 直方少女バレークラブ　　　  （筑豊） 寿山クラブ　　　　　　　 　　　　　（北九州）

平成７・１０・２２ 田川市総合体育館 男子の部 須恵町小学生男子　　　　　 　　　　　　（中部） 島門ジュニア　　　　　　　 　　　　　　（北部） 大木ジュニア　　　　　　　 　　　　　　（筑後） 鞍手ジュニア　　　　　　　　 　　　　　（筑豊）

９ （１９９５年） 女子Ａブロック 直方少女バレークラブ　　　　　　　　　　 （筑豊） 中間西少女バレークラブ　  （北部） 立石スポーツ少年団　　　 　　　　　 （筑後） 若宮町少女バレークラブ　 　（筑豊）

女子Ｂブロック 浅木ジュニア　　　　　　　　　　 　　　　　　（北部） 大和ジュニアクラブ　　　　　 　　　   （筑後） 粕屋西ジュニア　　　　　　 　　　　　 （中部） 大任ジュニア　　　 　　　　 　　　　　　（筑豊）

平成９・１・１２ 田川市総合体育館 男子の部 嘉穂ジュニア　　　　　　　　　　 　　　　　　（筑豊） 鞍手ジュニア　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 太宰府西ジュニア　　　　　　　　　　　　（中部） 頃末スポーツ少年団　　　　 　　　　（北部）

１０ （１９９７年） 　☆第１０回記念大会 女子Ａブロック 直方少女バレークラブ　　　　　　　　　　 （筑豊） 鞍手ジュニア　　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 大木ジュニア　　　　　　　　 　　　　　　（筑後） 糸田女子ジュニア　　　　　 　　　　　（筑豊）

女子Ｂブロック 粕屋中央女子ジュニア　　　　 　　　　　　（中部） 三郎丸クラブ　　　　　　 　　　　 （北九州） 香月西ジュニア　　　　　 　　　　　（北九州） 豊津町ジュニア　　　　　　 　　　　　　（北部）

平成９・１１・１６ 嘉穂町総合体育館 男子の部 須恵町小学生男子　　　　　　　　　　　　　（中部） 鞍手ジュニア　　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 浅木ジュニア　　　　　　　 　　　　　　（北部） 嘉穂ジュニア　　　　　　　　 　　　　　　（筑豊）

１１ （１９９７年）年） 　☆嘉穂町総合体育 女子Ａブロック 中間西少女バレークラブ　　　　　　　　　 （北部） 直方少女バレークラブ　　　  （筑豊） 若久ジュニア　　　　　　　 　　　　　 （福岡） 浅木ジュニア　　　　　　　　 　　　　　　（北部）

 　　　館落成記念大会 女子Ｂブロック 企救丘ジュニア　　　　　　　　　　　　　　（北九州） 西門司クラブ　　　　　　　 　　　　 （北九州） 井野ジュニアＡ　　　　　　 　　　　　　（中部） 山田ジュニア　　　　　　　 　　　　（北部）

平成１０・１０・２５ 田川市総合体育館 男子の部 嘉穂ジュニア　　　　　　　　 　　　　　　（筑豊） 鞍手ジュニア　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 太宰府西ジュニア　　　　 　　　　　　（中部） 大谷ジュニア　　　　　　　　 　　　　　　（中部）

１２ （１９９８年） 女子Ａブロック 鞍手ジュニア　　　　 　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 粕屋ＪＶＢＣ　　　　　　　　 　　　　　　（中部） 若久ＪＶＢＣ　　　　　　　　 　　　　　　（福岡） 立石スポーツ少年団　　　　 　　　　　（筑後）

女子Ｂブロック 本城フレンズ　　　　　　　 　　　　 （北九州） 大木ジュニア　　　　　　 　　　　　　（筑後） 志井クラブ　　　　　　　　 　　　　　（北九州） 曽根小クラブ　　　　　　　 　　　　（北九州）

平成１１・１０・２４ 田川市総合体育館 男子の部 嘉穂ジュニア　　　　　　　　　　　　　　　　　（筑豊） 鞍手ジュニア　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 久山町山田クラブ　　　　　 　　　　　　（中部） 糸田ジュニア　　　　　　　 　　　　　　（筑豊）

１３ （１９９９年） 女子Ａブロック 粕屋ＪＶＢＣ　　　　　　　　　　　 　　　　　　（中部） 川崎ジュニア　　　　　 　　　　　 （筑豊） 本城フレンズ　　　 　　　　 （北九州） 水洗ジュニア　　　　　　　 　　　　　　（筑後）

女子Ｂブロック 香月ジュニア　　　　　　　　　　 　　　　 （北九州） 黒木大藤ジュニア　　　　　 　　　　　 （筑後） 志井クラブ　　　　　　　　 　　　　　（北九州） 大里東ジュニア　　　　　 　　　　　（北九州）



平成１２・１０・２２ 田川市総合体育館 男子の部 糸田ジュニア　　　　　　　　　 　　　　　　（筑豊） 鞍手ジュニア　　　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 山田ジュニア　　　　　　　　　 　　　　  （筑豊） 大木ジュニア　　　　　　　　 　　　　　　（筑後）

１４ （２０００年） 女子Ａブロック 鞍手ジュニア　　　　 　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 夜須町スポーツ少年団　  （筑後） 本城フレンズ　　　　　　　　 　　　　 （北九州） 千早西ジュニア　　　　　　 　　　　　（福岡）

女子Ｂブロック 志井クラブ　　　　　　　　　　　 　　　　　（北九州） 日明バレーボールクラブ　 （北九州） 若松ジュニア　　　　　　 　　 　　（北九州） 山鹿ジュニア　　　　　　　　 　　　　　　（北部）

平成１３・１０・２８ 田川市総合体育館 男子の部 八幡南スピリッツ　　　　　　 　　　　　（北九州） 嘉穂ジュニア　　　　　　 　　　　　　（筑豊） 鞍手ジュニア　　　　　　　 　　　　　 （筑豊） 古賀男子ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ (中部）

１５ （２００１年） 女子Ａブロック 鞍手ジュニア　　　　 　　　　　 　　　　　 （筑豊） 千早西ジュニア　　　　　　　 　　　　　 （福岡） 宇美ＪＶＢＣ               　　  　　　  （中部） 三筑ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ　　 （筑後）

女子Ｂブロック 金島コスモス　　　　　　　 　　　　　　（筑後） 嘉穂ジュニア　　　　　　　　 　　　　　　（筑豊） 花見ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ　  （中部） 川崎ジュニア　　　　　　　　　　　　　　　（筑豊）

平成１４・１０・２７ 田川市総合体育館 男子の部 八幡南スピリッツ　　　　　　 　　　　　（北九州） 鞍手ジュニア 　　　　　　（筑豊） 山田ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　　　　　 （筑豊） 大木ジュニア (筑後）

１６ （２００２年） 女子Ａブロック 鞍手ジュニア　　　　 　　　　　 　　　　　 （筑豊） 吉富ジュニア 　　　　　 （北部） 黒木大藤ジュニア  　　　  （筑後） 広渡ジュニア （北部）

女子Ｂブロック 岩戸北ジュニアバレーボールクラブ　　　　　　（中部） 耳納ジュニア　　　　　　　　 　　　　　　（筑後） 大川ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ  （筑後） 芦屋ジュニア 　　　　　　（北部）

平成１６・１０・２４ 田川市総合体育館 男子の部 須恵町小学生男子　　　　　　　　　　　　　（中部） 島門ジュニア 　　　　　　（北部） 八幡南スピリッツＪＶＣ 　　　　　 （北九州） 立石スポーツ少年団　　　　 (筑後）

１７ （２００４年） 女子Ａブロック 鞍手ジュニア　　　　 　　　　　 　　　　　 （筑豊） 長尾ビクトリー 　　　　　 （北九州） 萩ケ丘クラブ  　　　  （北九州） 黒木大藤ジュニア （筑後）

女子Ｂブロック 前原ジュニア 　　　　　　（中部） 新吉富ジュニア 　　　　　　（北部） 若園ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ  （北九州） 広渡ジュニア 　　　　　　（北部）

平成１７・１０・２３ 田川市総合体育館 男子の部 八幡南スピリッツ　　　　　　 　　　　　　（北九州） 幸神ＪＳＣ 　　　　　　（北九州） 高須Ｊ、ＢＯＹ 　　　　　 （北九州） 大宰府西ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ (中部）

１８ （２００５年） 女子Ａブロック 長尾ビクトリー 　　　　　 （北九州） 豊前ジュニア 　　　　　 （北部） 横手ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ  　　　  （福岡） 石丸ミッキーズ （福岡）

女子Ｂブロック 日明ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　　　　　　（北九州） 田隈ミラクル 　　　　　　（福岡） 多々良ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ  （福岡） 日佐ジュニア 　　　　　　（福岡）

平成１８・１０・２２ 香春町体育センター 男子の部 大宰府西ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ　　　　　　　　　　　　（中部） 東国分ＪＶＣ 　　　　　　（中部） 中間西少女ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 　　　　　 （北部） 鞍手ＪＶＣ (筑豊）

１９ （２００６年） 女子Ａブロック 広渡ジュニア 　　　　　 （北部） 飯原ジュニア 　　　　　 （北部） 横手ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ  　　　  （福岡） 石丸ミッキーズ （福岡）

女子Ｂブロック 大野南ジュニア 　　　　　　（中部） 沼フェアリーズ 　　　　　　（北九州） 壱岐南らばーず  （福岡） 豊津ジュニア 　　　　　　（北部）

平成１９・１０・２８ 香春町体育センター 男子の部 高須ＪＢＯＹ 　　　　　　（北九州） 黒畑ジュニアＶＢＣ 　　　　　　（北九州） 碓井ＪＶＣ 　　　　　 （筑豊） 鞍手ＪＶＣ (筑豊）

20 （２００７年） 女子Ａブロック 日明バレーボールクラブ 　　　　　 （北九州） 大野南ジュニア 　　　　　 （中部） 粕屋ＪＶＢＣ  　　　  （中部） 甘木スポーツ少年団 （筑後）

女子Ｂブロック 碓井ジュニアバレ－ボ－ルウラブ　　　　　　（筑豊） 大和ジュニア 　　　　　　（筑後） 嘉穂ジュニアバレーボールクラブ  （筑豊） 吉田ウィングス 　　　　　　（北九州）

平成２０・１０・２６ 田川市総合体育館 男子の部 八幡南スピリッツ 　　　　　　（北九州） 粕屋ＪＶＢＣ 　　　　　　（中部） 島門ジュニア 　　　　　 （北部） 長尾ビーンズ (北九州）

21 （２００８年） 女子Ａブロック 飯原ウィング 　　　　　 （福岡） 中間少女ＶＢＣ 　　　　　 （北部） 萩ケ丘クラブ  　　　  （北九州） 小竹ジュニアバレーボールクラブ （筑豊）

女子Ｂブロック 篠栗ジュニア 　　　　　　（中部） 神興東小ＶＢＣ 　　　　　　（中部） 室見ホワイツ  （福岡） 企救丘ジュニア 　　　　　　（北九州）

平成２１・１０・２５ 田川市総合体育館 男子の部 粕屋ＪＶＢＣ 　　　　　　（中部） 鞍手ジュニア 　　　　　　（筑豊） 三橋ジュニア 　　　　　 （筑後） 碓井ジュニアバレーボールクラブ (筑豊）

22 （２００９年） 女子Ａブロック 碓井ジュニアバレーボールクラブ　　　　　 （筑豊） 企救丘ジュニア 　　　　　 （北九州） 萩ケ丘クラブ  　　　  （北九州） 篠栗ジュニア （中部）

女子Ｂブロック 戸畑クラブ 　　　　　　（北九州） 大和ジュニア 　　　　　　（筑後） 当仁ジュニア  （福岡） 霧ケ丘クラブ 　　　　　　（北九州）

平成２２・１０・２４ 田川市総合体育館 男子の部 鞍手ジュニア 　　　　　　（筑豊） 島門ジュニア 　　　　　　（北部） 嘉穂ジュニア 　　　　　　（筑豊）

23 （２０１０年） 女子Ａブロック 鞍手ジュニア 　　　　　 （筑豊） 長尾ビーンズ 　　　　　 （北九州） 新宮東アークエンジェルス  　　　  （中部） 飯原ウィング （福岡）

女子Ｂブロック 碓井ジュニアバレーボールクラブ　　　　　　（筑豊） 飛幡シャインズ 　　　　　　（北九州） 城島ジュニアバレーボールクラブ  （筑後） 西花畑ﾌﾚﾝｽﾞｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ　　　　　　（福岡）

平成２３・１０・２3 田川市総合体育館 男子の部 長尾ビーンズ 　　　　　　（北九州） 鞍手ジュニア 　　　　　　（筑豊） 嘉穂ジュニア 　　　　　　（筑豊）

24 （２０１１年） 女子Ａブロック 粕屋ＪＶＢＣ 　　　　　 （中部） 碓井ジュニアバレーボールクラブ　　　　　 （筑豊） 中間西少女ベレーボールクラブ 　　　  （北部） 小竹ジュニアバレーボールクラブ （筑豊）

女子Ｂブロック 企救丘ジュニア 　　　　　　（北九州） 大宰府ジュニア 　　　　　　（北部） 御井ジュニア  （筑後） 南片江ジュニア 　　　　　　（福岡）

平成２４・１０・２１ 田川市総合体育館 男子の部 太宰府西ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌ　゙　　　　　（中部） 東風カブト 　　　　　　（中部） 嘉穂ジュニア 　　　　　　（筑豊）

25 （２０１2年） 女子Ａブロック 長尾ビクトリー 　　　　　 （北九州） 広渡ジュニア 　　　　　 （北部） 青木ジュニアバレーボールクラブ 　　　  （筑後） 金島コスモスＶＢＣ （筑後）

女子Ｂブロック 輝翔ドリーム 　　　　　　（筑後） 三毛門ジュニア 　　　　　　（北部） 深町少女バレーボールクラブ  （北九州） 碓井ジュニアバレーボールクラブ　　　　　　（筑豊）

平成２５・１０・２０ 田川市総合体育館 男子の部 三橋ジユニア （筑後） 金川ＪＶＣ （筑後） 大宰府飛翔ＪＶＣ （中部）

26 （２０１3年） 女子Ａブロック 碓井ジュニアＪＶＣ （筑豊） 小竹ジュニアバレーボールクラブ （筑豊） 大善寺ジュニア (筑後） 南小倉クラブ （北九州）

女子Ｂブロック 仲原バレークラブ （中部） 安徳南ｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ （中部） 大川ジュニアフレンズ （筑後） 天籟寺クラブ (北九州）

平成２６・１０・１９ 田川市総合体育館 男子の部 島門ジユニア （北部） 八幡南スピリッツ （北九州） 鞍手ジュニア （筑豊）

27 （２０１4年） 女子Ａブロック 鞍手ＪＶＣ （筑豊） 若宮少女バレーボールクラブﾞ （筑豊） 企救丘ジュニアバレーボールクラブ (北九州） 小竹ジュニアバレーボールクラブ （筑豊）

女子Ｂブロック 神興ジュニアバレーボールクラブ （中部） 嘉穂ジュニアバレーボールクラブ （筑豊） 津福スカイ （筑後） 西花畑ﾌﾚﾝｽﾞｼﾞｭﾆｱﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ (福岡）


