
（高校の部）
１．第１９回金沢地区高等学校バレーボール選手権大会

平成２０年９月１３日（土）～１４日（日）

男子 優勝 石川県立工業高等学校
２位 石川県立金沢商業高等学校
３位 石川県立金沢西高等学校
３位 遊学館高等学校

女子 優勝 石川県立金沢商業高等学校
２位 星稜高等学校
３位 遊学館高等学校
３位 石川県立金沢伏見高等学校

（中学校の部）
１．金沢市中学校バレーボール春季大会

平成２０年５月１６日（金）～１７日（土）

男子 優勝 金沢市立北鳴中学校
２位 金沢市立長田中学校
３位 金沢市立額中学校
３位 金沢市立兼六中学校

女子 優勝 金沢市立森本中学校
２位 金沢市立紫錦台中学校
３位 金沢市立高尾台中学校
３位 金沢市立鳴和中学校

２．金沢市中学校バレーボール秋季新人大会
平成２０年９月２０日（土）～２１日（日）

男子 優勝 金沢市立北鳴中学校
２位 金沢市立長田中学校
３位 金沢市立大徳中学校
３位 金沢市立西南部中学校

女子 優勝 金沢市立森本中学校
２位 金沢市立高尾台中学校
３位 金沢市立西南部中学校
３位 金沢市立紫錦台中学校

３．第２回金沢市会長杯中学校バレーボール大会
平成２１年２月７日（土）～８日（日）

男子 優勝 金沢市立北鳴中学校
２位 七尾市立東部中学校
３位 能美市立辰口中学校
３位 津幡町立津幡中学校

女子 優勝 七尾市立東部中学校
２位 金沢市立鳴和中学校
３位 川北町立川北中学校
３位 かほく市立宇ノ気中学校



（小学生の部）
１．第９回百万石杯小学生交流バレーボール大会

平成２０年５月１０日（土）～１１日（日）

チャンピオンの部
優勝 松任男（石川県）
２位 下庄（福井県）
３位 津幡（石川県）
３位 城陽（京都府）

チャレンジの部
優勝 上中男子（福井県）
２位 織田男子（福井県）
３位 城崎（福井県）
３位 北鳴（石川県）

２．第１３回金沢市小学生バレーボール大会
平成２０年１２月２３日（祝）

男子 優勝 石川ＪＶＣ
２位 北鳴ＪＶＣ
３位 ファイトＪＶＣ（Ａ）
３位 鞍月ＪＶＣ（Ａ）

女子 優勝 富樫エンジェル
２位 北鳴ＪＶＣ
３位 ファイトＪＶＣ（Ａ）
３位 菊川学童ＶＣ（Ａ）

（その他）
１．第５４回前田杯バレーボール大会

中学生の部 平成２０年４月２９日（祝）

男子 優勝 金沢市立北鳴中学校
３位 金沢市立長田中学校

女子 優勝 金沢市立森本中学校
３位 金沢市立鳴和中学校

一般の部 平成２０年９月７日（日）

男子 優勝 新神田ＶＣ
２位 西南部クラブ

女子 優勝 金沢フレンズ
２位 兼六

２．第６０回石川県民体育大会

一般の部

男子 金沢選抜
女子 ３位 金沢選抜

壮年の部

男子 優勝 さいがわＰ＆Ｍ
女子 ２位 米丸トゥインクル



（一般の部）
１．第８回金沢市教育長杯争奪家庭婦人バレーボール大会

平成２０年４月２０日（日）

優勝 兼六
２位 城南クラブ
３位 額イーグル
３位 三馬公民館

２．第１４回高岡市交流金沢市バレーボール大会
平成２０年６月８日（日）

男子 優勝 新神田ＶＣ
２位 西南部クラブ
３位 高岡鳳凰会
３位 扇台クラブ

女子 優勝 金沢フレンズ
２位 高岡クラブ
３位 兼六
３位 西南部女子バレーボールクラブ

婦人 優勝 二塚クラブ
２位 三馬公民館
３位 崎浦クラブ
３位 丸の内クラブ

３．第５１回金沢市民体育大会バレーボール競技

６人制の部 参加チームなし

平成２０年６月２８日（日）
９人制の部
男子 優勝 西南部クラブ

２位 新神田ＶＣ
３位 ＹＨＫバレーボールクラブ
３位 扇台クラブ

女子 優勝 ＹＨＫバレーボールクラブ
２位 スピリッツ
３位 富樫女子
３位 西南部女子バレーボールクラブ

婦人 優勝 城南クラブ
２位 二塚クラブ
３位 額イーグル
３位 三馬公民館

４．第１３回金沢市会長杯争奪９人制男女バレーボール大会
平成２０年９月２８日（日）

男子 優勝 西南部クラブ
２位 扇台クラブ
３位 新神田ＶＣ
３位 ＹＨＫバレーボールクラブ

女子 優勝 ＹＨＫバレーボールクラブ
２位 ＰＨＯＥＮＩＸ
３位 森本Ｂ
３位 二塚クラブ



５．第２４回金沢氏９人制バレーボール男女選手権大会
平成２０年１０月１９日（日）

男子 優勝 金沢教員クラブ
２位 扇台クラブ
３位 Ｓ．Ｉ．Ｇ．Ｗ
３位 ＹＨＫバレーボールクラブ

女子 優勝 金沢フレンズ
２位 ＹＨＫバレーボールクラブ
３位 富樫女子クラブ
３位 スピリッツ

６．輝けシニア　金沢市９人制男女バレーボール交流大会
平成２０年１０月２６日（日）

女子 優勝 おしの
２位 みんま
３位 城南クラブ
３位 大徳クラブ

７．第６０回市民バレーボール大会
平成２０年１１月２３日（日）

男子 優勝 西南部公民館
２位 額公民館
３位 三和公民館
３位 富樫公民館

女子 優勝 米丸公民館
２位 押野公民館
３位 城南公民館
３位 西南部公民館

８．第３回金沢市会長杯争奪６人制男女バレーボール大会
平成２０年１２月１４日（日）

男子 優勝 遊メンズ
２位 ブルービアード
３位 県工クラブ
３位 金沢大学

　 女子 優勝 ＰＨＯＥＮＩＸ
２位 金沢学院大学
３位 金沢桜丘高校

９．第３回金沢市６人制バレーボール男女選手権大会
平成２１年３月８日（日）

男子 優勝 ブルービアード
２位 遊メンズ
３位 金沢大学
３位 県工クラブ

女子 優勝 金沢大学
２位 ＰＨＯＥＮＩＸ
３位 石川Ｂ（中学選抜）
３位 金沢学院大学



（ソフトバレーの部）
１．第５回北國新聞社杯金沢市ソフトバレーボール大会

平成２０年６月１日（日）

犀星の部 優勝 ＨＡＰＰＹ　ＢＥＲＲＹ（Ａ）
２位 ＨＡＰＰＹ　ＢＥＲＲＹ（Ｂ）
３位 フレンドリークラブ（Ａ）
３位 ドラゴン・マジック（Ａ）

鏡花の部 優勝 ＦＥＬＩＺ金沢
２位 森山ＳＶＣ
３位 ＳＶＣ大徳（Ａ）
３位 イーストパープル（Ｂ）

秋声の部 優勝 さいがわＰ＆Ｍ（Ａ）
２位 森山ＳＶＣ（Ｂ）
３位 スタークラブ
３位 さいがわＰ＆Ｍ（Ｂ）

夢二の部 優勝 スタークラブ
２位 松ヶ枝ＳＶＣ
３位 森山ＳＶＣ（Ｃ）
３位 森山ＳＶＣ（Ｄ）

２．第５１回金沢市民体育大会バレーボール競技ソフトバレー
平成２０年６月２８日（土）

壮年男子 優勝 さいがわＰ＆Ｍ
２位 スタークラブ
３位 スクエアー
３位 新神田ＳＶＣ

壮年女子 優勝 米丸トゥインクル
２位 金沢ＥＦＳ
３位 ＭＯＲＩＭＯＴＯ
３位 さいがわＰ＆Ｍ

３．第５回百万石杯ソフトバレーボール大会金沢市交流大会
平成２０年９月６（土）～７日（日）

加賀友禅の部
チャンピオングループ

優勝 ＳＢクラブ（愛知）
２位 イーストパープル（Ｂ）（金沢）
３位 さいがわＰ＆Ｍ（金沢）
３位 鷹狸鱒（福井）

チャレンジグループ
優勝 ＦＥＬＩＺ金沢（金沢）
２位 ドリフターズ（金沢）

エンジョイグループ
優勝 ＳＶＣクアトロ（金沢）
２位 ＣＲＡＺＹ☆４（金沢）

加賀九谷の部
チャンピオングループ

優勝 Ｑｕｉｃｋ赤組（福井）
２位 ＨＡＰＰＹ　ＢＥＲＲＹ（Ａ）（金沢）
３位 フレンドリークラブ（金沢）
３位 ＨＡＰＰＹ　ＢＥＲＲＹ（Ｂ）（金沢）

チャレンジグループ
優勝 Ｑｕｉｃｋ緑組（福井）
２位 イーストパープル（Ａ）（金沢）

エンジョイグループ
優勝 アンビシャス（Ｂ）（金沢）
２位 ＤＭＪ（Ｂ）（金沢）



金沢箔の部
チャンピオングループ

優勝 スタークラブ（金沢）
２位 ＭＩＫ２・ＡＣ（福井）
３位 ゆめまる（石川）
３位 ＳＶＣクアトロ（金沢）

チャレンジグループ
優勝 ＳＶＣダイナ（石川）
２位 ＭＯＲＯＭＯＴＯ（Ｂ）（金沢）
３位 伏見台ソフトバレー部（Ａ）（金沢）
３位 小坂ＳＶＣ（金沢）

エンジョイグループ
優勝 クローバー（福井）
２位 Ｉ・Ｉ・Ｓ（Ａ）（愛知）
３位 Ｑｕｉｃｋ黒組（福井）

加賀象嵌の部
チャンピオングループ

優勝 フロンティア（岐阜）
２位 ＦＩＲＥ・ＣＲＯＳＳ（Ｂ）（愛知）
３位 伏見台ソフトバレー部（Ｂ）（金沢）
３位 みまさか（岡山）

チャレンジグループ
優勝 スタークラブ（Ｂ）（金沢）
２位 大阪さくら（Ｂ）（大阪）
３位 Ｍ・Ｓ・Ｖ京都（京都）
３位 北ソフト（愛知）

エンジョイグループ
優勝 カメラート（京都）
２位 ラヴァズ、翔（愛知）
３位 タートルズ（京都）
３位 みんまＳＶＣ（Ｂ）（金沢）

４．平成２０年度生涯スポーツマンスリー ソフトバレーボール競技
平成２０年１０月２１日（日）

フリーの部 優勝 小立野公民館（Ａ）
２位 城南公民館
３位 浅野町公民館

３０歳の部 優勝 伏見台公民館
２位 安原公民館
３位 弥生公民館
３位 大徳公民館

４０歳の部 優勝 犀川公民館（Ａ）
２位 伏見台公民館
３位 薬師谷公民館
３位 中村公民館（Ｂ）

５０歳の部 優勝 森本公民館（Ｃ）
２位 小坂公民館
３位 千坂公民館
３位 三馬公民館

ジュニアの部 優勝 千坂ジュニアバレー（Ａ）
２位 小坂ジュニアバレー（Ａ）
３位 千坂ジュニアバレー（Ｂ）
４位 小坂ジュニアバレー（Ｂ）



５．第６回金沢市会長杯ソフトバレーボール大会
平成２０年１１月１６日（日）

浅野川の部 優勝 金沢ＥＦＳ（Ａ）
２位 ＭＯＲＩＭＯＴＯ（Ａ）
３位 ＴＳＵＮＡＭＩ
３位 イーストパープル

犀川の部 優勝 フレンドリークラブ（Ａ）
２位 ＳＶＣクアトロ
３位 森山ＳＶＣ（Ａ）
３位 やすはらＳＶＣ（Ｂ）

卯辰山の部 優勝 スタークラブ
２位 スクェアー（Ａ）
３位 米丸トゥインクル（Ａ）
３位 ＳＶＣ ｓｍｉｌｅ

医王山の部 優勝 スタークラブ
２位 松ヶ枝ＳＶＣ
３位 森山ＳＶＣ（Ｃ）
３位 千坂ＳＶＣ


