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1 北海道 北海道 北海道ひだかヴィンテージ 4年連続4回目 予選4位

2 北海道 北海道 北海道夢創塾 2年ぶり2回目 ＊＊＊

3 北海道 北海道 札幌市役所 初出場 ＊＊＊

4 関東 茨城県 土浦Dクラブ 3年連続3回目 第9位

5 関東 栃木県 足利市役所 5年連続5回目 予選4位

6 関東 千葉県 JJ千葉 6年連続6回目 Ｂ組３位

7 関東 東京都 板橋マスターズ 6年連続6回目 第9位

8 関東 東京都 阿佐ヶ谷クラブ 4年連続4回目 第9位

9 関東 東京都 U７ ２年連続２回目 予選3位

10 関東 東京都 三省クラブVM 2年ぶり3回目 ＊＊＊

11 関東 神奈川県 湘南ヴィンテージクラブ 6年連続6回目 Ａ組優勝

12 関東 神奈川県 横浜国大クラブ 3年連続3回目 Ｂ組準優勝

13 関東 神奈川県 西湘Groove 3年連続3回目 予選3位

14 関東 神奈川県 横濱ヴィンテージ 3年連続3回目 予選3位

15 北信越 長野県 丸子クラブ ２年連続２回目 予選4位

16 東海 静岡県 S．T．S 3年連続3回目 第9位

17 東海 静岡県 S・S・C 6年連続6回目 予選3位

18 東海 静岡県 鮎沢クラブ 6年連続6回目 予選4位

19 東海 静岡県 ＴＡＧＡＴＡ（タガタ） 3年連続3回目 予選4位

20 東海 三重県 PHOENIX三重 2年連続2回目 予選3位

21 近畿 大阪府 ヤングドリームJ（若夢J） 3年連続3回目 Ａ組準優勝

22 近畿 大阪府 ヤングドリーム（若夢） ２年連続5回目 第9位

23 近畿 兵庫県 神戸市役所親和会 6年連続6回目 予選4位

24 中国 広島県 三原球友会 4年連続4回目 第9位

25 中国 山口県 山口クラブ 6年連続6回目 第9位

26 四国 高知県 高知クラブ ２年連続3回目 予選4位

27 九州 福岡県 see　you　again 6年連続6回目 A組3位

28 九州 熊本県 ƒ（フォルテ） 4年連続4回目 Ｂ組3位

29 九州 熊本県 玉名Always ２年連続２回目 予選3位

30 九州 宮崎県 みやざき50’Ｓ 6年連続6回目 第9位

31 九州 鹿児島県 オール奄美 初出場 ＊＊＊

32 沖縄 沖縄県 前原クラブ 5年連続5回目 A組3位

33 沖縄 沖縄県 小禄クラブ 6年連続6回目 予選3位

34 沖縄 沖縄県 識名ＯＢ ２年連続3回目 予選4位

35 沖縄 沖縄県 宮義工業 2年ぶり3回目 ＊＊＊

36 沖縄 沖縄県 ゆうゆう倶楽部 2年ぶり2回目 ＊＊＊

37 沖縄 沖縄県 八重山マスターズ50's 初出場 ＊＊＊
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1 北海道 北海道 帯広60's 3年連続3回目 予選4位

2 関東 東京都 親父会 ２年連続２回目 B組3位

3 関東 神奈川 川崎ヴィンテージ ２年連続２回目 A組準優勝

4 東海 静岡県 富士山倶楽部 5年連続5回目 A組優勝

5 東海 静岡県 ヘブン狩野川 3年連続3回目 A組3位

6 東海 静岡県 鮎沢クラブ ２年連続２回目 B組準優勝

7 東海 愛知県 あいち中京クラブ 初出場 ＊＊＊

8 東海 三重県 三重選抜Premium ２年連続２回目 B組優勝

9 中国 山口県 山口クラブ 3年連続2回目 A組3位

10 九州 福岡県 とびうめ福岡 6年連続6回目 B組3位

11 九州 宮崎県 ひむか 初出場 ＊＊＊

12 沖縄 沖縄県 浦添MIX60 3年連続3回目 予選3位

13 沖縄 沖縄県 前原ＯＢ ２年連続5回目 予選3位

14 沖縄 沖縄県 うらそえクラブ ２年連続4回目 予選4位

15 沖縄 沖縄県 ノエビア宜野湾 初出場 ＊＊＊

16 沖縄 沖縄県 八重山マスターズ60's 初出場 ＊＊＊

平成２7年度　第6回　ヴィンテージ８’ｓバレーボール交流大会平成２7年度　第6回　ヴィンテージ８’ｓバレーボール交流大会平成２7年度　第6回　ヴィンテージ８’ｓバレーボール交流大会平成２7年度　第6回　ヴィンテージ８’ｓバレーボール交流大会

　◆◆出　場　チ　ー　ム　一　覧◆◆　◆◆出　場　チ　ー　ム　一　覧◆◆　◆◆出　場　チ　ー　ム　一　覧◆◆　◆◆出　場　チ　ー　ム　一　覧◆◆

【５０才以上の部】【５０才以上の部】【５０才以上の部】【５０才以上の部】

【６０才以上の部】【６０才以上の部】【６０才以上の部】【６０才以上の部】


