
A１ 富士見小 C１ 大里中

Ａ２ 城内中 C２ 末広中

Ａ３ 東源台小 C３ 服織小

Ａ４ 南部小 C４ 長田南小

Ａ５ 井宮小 C５ 清水入江小

Ａ６ 由比小 C６ 新通小

Ａ７ 服織中 C７ 長田東小

Ａ８ 長田西中 C８ 籠上中

Ａ９ 東豊田小 C９ 井宮北小

A10 城山中 C10 清沢小・峰山小

A11 宮竹小 C11 足久保小

B１ 駒形小 D１ 千代田東小

B２ 清水有度第二小 D２ 中藁科小

B３ 安倍川中 D３ 番町小

B４ 葵小 D４ 観山中

B５ 長田北小 D５ 中島小

B６ 長田南中 D６ 安東中

B７ 清水有度第一小 D７ 長田西小

B８ 大里西小 D８ 安東小

B９ 南藁科小 D９ 西奈中

B10 美和中 D10 中島中

B11 高松中 D11 清水第七中

静岡バルーンバレーボール協会
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静岡市立小中学校の部　バルーンバレーボール大会　抽選結果
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試合 審判

第１試合 富士見小 VS 城内中 由比小

第２試合 服織中 VS 長田西中 富士見小

第３試合 東源台小 VS 南部小 長田西中

第４試合 東豊田小 VS 城山中 南部小

第５試合 井宮小 VS 由比小 東豊田小

第６試合 服織中 VS 宮竹小 井宮小

第７試合 富士見小 VS 東源台小 服織中

第８試合 長田西中 VS 城山中 東源台小

第９試合 城内中 VS 南部小 長田西中

第１０試合 東豊田小 VS 宮竹小 城内中

第１１試合 富士見小 VS 由比小 宮竹小

第１２試合 服織中 VS 城山中 富士見小

第１３試合 東源台小 VS 井宮小 城山中

第１４試合 長田西中 VS 東豊田小 東源台小

第１５試合 城内中 VS 由比小 東豊田小

第１６試合 城山中 VS 宮竹小 由比小

第１７試合 南部小 VS 井宮小 城山中

第１８試合 服織中 VS 東豊田小 南部小

第１９試合 城内中 VS 東源台小 服織中

第２０試合 長田西中 VS 宮竹小 城内中

第２１試合 富士見小 VS 井宮小 宮竹小

第２２試合 南部小 VS 由比小 井宮小

試合 審判

第１試合 駒形小 VS 清水有度第二小 長田南中

第２試合 清水有度第一小 VS 大里西小 駒形小

第３試合 安倍川中 VS 葵小 大里西小

第４試合 南藁科小 VS 美和中 葵小

第５試合 長田北小 VS 長田南中 南藁科小

第６試合 清水有度第一小 VS 高松中 長田北小

第７試合 駒形小 VS 安倍川中 清水有度第一小

第８試合 大里西小 VS 美和中 安倍川中

第９試合 清水有度第二小 VS 葵小 大里西小

第１０試合 南藁科小 VS 高松中 清水有度第二小

第１１試合 駒形小 VS 長田南中 高松中

第１２試合 清水有度第一小 VS 美和中 駒形小

第１３試合 安倍川中 VS 長田北小 美和中

第１４試合 大里西小 VS 南藁科小 安倍川中

第１５試合 清水有度第二小 VS 長田南中 南藁科小

第１６試合 美和中 VS 高松中 長田南中

第１７試合 葵小 VS 長田北小 美和中

第１８試合 清水有度第一小 VS 南藁科小 葵小

第１９試合 清水有度第二小 VS 安倍川中 清水有度第一小

第２０試合 大里西小 VS 高松中 清水有度第二小

第２１試合 駒形小 VS 長田北小 高松中

第２２試合 葵小 VS 長田南中 長田北小

第14回　静岡市立小中学校の部　予選リーグ組合せ表
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試合 審判

第１試合 大里中 VS 末広中 新通小

第２試合 長田東小 VS 籠上中 大里中

第３試合 服織小 VS 長田南小 籠上中

第４試合 井宮北小 VS 清沢小・峰山小 長田南小

第５試合 清水入江小 VS 新通小 井宮北小

第６試合 長田東小 VS 足久保小 清水入江小

第７試合 大里中 VS 服織小 長田東小

第８試合 籠上中 VS 清沢小・峰山小 服織小

第９試合 末広中 VS 長田南小 籠上中

第１０試合 井宮北小 VS 足久保小 末広中

第１１試合 大里中 VS 新通小 足久保小

第１２試合 長田東小 VS 清沢小・峰山小 大里中

第１３試合 服織小 VS 清水入江小 清沢小・峰山小

第１４試合 籠上中 VS 井宮北小 服織小

第１５試合 末広中 VS 新通小 井宮北小

第１６試合 清沢小・峰山小 VS 足久保小 新通小

第１７試合 長田南小 VS 清水入江小 清沢小・峰山小

第１８試合 長田東小 VS 井宮北小 長田南小

第１９試合 末広中 VS 服織小 長田東小

第２０試合 籠上中 VS 足久保小 末広中

第２１試合 大里中 VS 清水入江小 足久保小

第２２試合 長田南小 VS 新通小 清水入江小

試合 審判

第１試合 千代田東小 VS 中藁科小 安東中

第２試合 長田西小 VS 安東小 千代田東小

第３試合 番町小 VS 観山中 安東小

第４試合 西奈中 VS 中島中 観山中

第５試合 中島小 VS 安東中 西奈中

第６試合 長田西小 VS 清水第七中 中島小

第７試合 千代田東小 VS 番町小 長田西小

第８試合 安東小 VS 中島中 番町小

第９試合 中藁科小 VS 観山中 安東小

第１０試合 西奈中 VS 清水第七中 中藁科小

第１１試合 千代田東小 VS 安東中 清水第七中

第１２試合 長田西小 VS 中島中 千代田東小

第１３試合 番町小 VS 中島小 中島中

第１４試合 安東小 VS 西奈中 番町小

第１５試合 中藁科小 VS 安東中 西奈中

第１６試合 中島中 VS 清水第七中 安東中

第１７試合 観山中 VS 中島小 中島中

第１８試合 長田西小 VS 西奈中 観山中

第１９試合 中藁科小 VS 番町小 長田西小

第２０試合 安東小 VS 清水第七中 中藁科小

第２１試合 千代田東小 VS 中島小 清水第七中

第２２試合 観山中 VS 安東中 中島小
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