
ＶＳＶＳＶＳＶＳ ＶＳＶＳＶＳＶＳ

25252525 ---- 22222222 20202020 ---- 25252525

1111 22222222 ---- 25252525 2222 0000 23232323 ---- 25252525 2222

9999 ---- 25252525 ----

ＶＳＶＳＶＳＶＳ ＶＳＶＳＶＳＶＳ

25252525 ---- 18181818 25252525 ---- 16161616

1111 22222222 ---- 25252525 2222 2222 25252525 ---- 22222222 0000

16161616 ---- 25252525 ----

ＶＳＶＳＶＳＶＳ ＶＳＶＳＶＳＶＳ

24242424 ---- 26262626 25252525 ---- 18181818

0000 13131313 ---- 25252525 2222 2222 17171717 ---- 25252525 1111

---- 25252525 ---- 23232323

ＶＳＶＳＶＳＶＳ ＶＳＶＳＶＳＶＳ

25252525 ---- 23232323 25252525 ---- 10101010

2222 25252525 ---- 18181818 0000 2222 25252525 ----  7 7 7 7 0000

---- ----

ＶＳＶＳＶＳＶＳ ＶＳＶＳＶＳＶＳ

---- ----

---- ----

---- ----

ＶＳＶＳＶＳＶＳ ＶＳＶＳＶＳＶＳ

18181818 ---- 25252525 18181818 ---- 25252525

0000 19191919 ---- 25252525 2222 0000 14141414 ---- 25252525 2222

---- ----

平成３０年度　関東高等学校バレーボール大会県予選会北相地区予選会（結果）平成３０年度　関東高等学校バレーボール大会県予選会北相地区予選会（結果）平成３０年度　関東高等学校バレーボール大会県予選会北相地区予選会（結果）平成３０年度　関東高等学校バレーボール大会県予選会北相地区予選会（結果）

【２日目　４月３０日（日祝月】　女子代表決定リーグ戦　会場：厚木西高校【２日目　４月３０日（日祝月】　女子代表決定リーグ戦　会場：厚木西高校【２日目　４月３０日（日祝月】　女子代表決定リーグ戦　会場：厚木西高校【２日目　４月３０日（日祝月】　女子代表決定リーグ戦　会場：厚木西高校
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第第第第 １１１１ 試試試試 合合合合

大大大大 和和和和 西西西西 愛愛愛愛 川川川川 相相相相 模模模模 女女女女 子子子子 大大大大 麻麻麻麻 溝溝溝溝 台台台台

第第第第 2222 試試試試 合合合合

県県県県 相相相相 模模模模 原原原原 相相相相 模模模模 原原原原 総総総総 合合合合 海海海海 老老老老 名名名名 秦秦秦秦 野野野野

第第第第 3333 試試試試 合合合合

愛愛愛愛 川川川川 県県県県 相相相相 模模模模 原原原原 麻麻麻麻 溝溝溝溝 台台台台 秦秦秦秦 野野野野

第第第第 4444 試試試試 合合合合

相相相相 模模模模 原原原原 総総総総 合合合合 大大大大 和和和和 西西西西 海海海海 老老老老 名名名名 相相相相 模模模模 女女女女 子子子子 大大大大

第第第第 5555 試試試試 合合合合

愛愛愛愛 川川川川 相相相相 模模模模 原原原原 総総総総 合合合合 麻麻麻麻 溝溝溝溝 台台台台 海海海海 老老老老 名名名名

第第第第 6666 試試試試 合合合合

大大大大 和和和和 西西西西 県県県県 相相相相 模模模模 原原原原 相相相相 模模模模 女女女女 子子子子 大大大大 秦秦秦秦 野野野野

代表決定戦代表決定戦代表決定戦代表決定戦

県大会出場校県大会出場校県大会出場校県大会出場校

相模原総合相模原総合相模原総合相模原総合 　高等学校　高等学校　高等学校　高等学校 麻溝台麻溝台麻溝台麻溝台 　高等学校　高等学校　高等学校　高等学校

相模原相模原相模原相模原 　高等学校　高等学校　高等学校　高等学校 海老名海老名海老名海老名 　高等学校　高等学校　高等学校　高等学校

愛川愛川愛川愛川 　高等学校　高等学校　高等学校　高等学校 秦野秦野秦野秦野 　高等学校　高等学校　高等学校　高等学校
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No.２

平成３０年度　関東高等学校バレーボール大会県予選会北相地区予選会（結果）平成３０年度　関東高等学校バレーボール大会県予選会北相地区予選会（結果）平成３０年度　関東高等学校バレーボール大会県予選会北相地区予選会（結果）平成３０年度　関東高等学校バレーボール大会県予選会北相地区予選会（結果）

【２日目　４月30日（祝月）】　女子代表決定リーグ戦　会場：厚木西高校【２日目　４月30日（祝月）】　女子代表決定リーグ戦　会場：厚木西高校【２日目　４月30日（祝月）】　女子代表決定リーグ戦　会場：厚木西高校【２日目　４月30日（祝月）】　女子代表決定リーグ戦　会場：厚木西高校

大大大大 和和和和 西西西西 愛愛愛愛 川川川川 相相相相 模模模模 原原原原 相相相相 模模模模 原原原原 総総総総 合合合合 勝 敗

セット率

得失

点差

順位

得セット

失セット

大大大大 和和和和 西西西西

×××× ×××× ××××

0000 3333 4444

２２－２５２２－２５２２－２５２２－２５ １９－２５１９－２５１９－２５１９－２５ １８－２５１８－２５１８－２５１８－２５

　９－２５　９－２５　９－２５　９－２５

愛愛愛愛 川川川川

〇〇〇〇 ××××

２２－２５２２－２５２２－２５２２－２５ ２４－２６２４－２６２４－２６２４－２６

1111 1111

２５－２２２５－２２２５－２２２５－２２ １３－２５１３－２５１３－２５１３－２５

２５－　９２５－　９２５－　９２５－　９

相相相相 模模模模 原原原原

〇〇〇〇 〇〇〇〇 ××××

２５－１８２５－１８２５－１８２５－１８２６－２４２６－２４２６－２４２６－２４２５－１８２５－１８２５－１８２５－１８

2222 1111

２５－１９２５－１９２５－１９２５－１９ ２５－１３２５－１３２５－１３２５－１３ ２２－２５２２－２５２２－２５２２－２５

１６－２５１６－２５１６－２５１６－２５

相相相相 模模模模 原原原原 総総総総 合合合合

〇〇〇〇 〇〇〇〇

１８－２５１８－２５１８－２５１８－２５

2222 0000

２５－１８２５－１８２５－１８２５－１８ ２５－２２２５－２２２５－２２２５－２２

２５－１６２５－１６２５－１６２５－１６

２５－２３２５－２３２５－２３２５－２３

相相相相 模模模模 女女女女 子子子子 大大大大 麻麻麻麻 溝溝溝溝 台台台台 海海海海 老老老老 名名名名 秦秦秦秦 野野野野 勝 敗

セット率

得失

点差

順位
得セット

失セット

相相相相 模模模模 女女女女 子子子子 大大大大

×××× ×××× ××××

0000 3333 4444

２３－２５２３－２５２３－２５２３－２５ 　７－２５　７－２５　７－２５　７－２５ １４－２５１４－２５１４－２５１４－２５

１８－２５１８－２５１８－２５１８－２５１０－２５１０－２５１０－２５１０－２５２０－２５２０－２５２０－２５２０－２５

麻麻麻麻 溝溝溝溝 台台台台

〇〇〇〇 〇〇〇〇

2222

２５－２３２５－２３２５－２３２５－２３

1111

２５－２３２５－２３２５－２３２５－２３ １７－２５１７－２５１７－２５１７－２５

２５－２０２５－２０２５－２０２５－２０ ２５－１８２５－１８２５－１８２５－１８

海海海海 老老老老 名名名名

〇〇〇〇 〇〇〇〇

2222 1111

２５－　７２５－　７２５－　７２５－　７ ２５－２２２５－２２２５－２２２５－２２

２５－１６２５－１６２５－１６２５－１６２５－１０２５－１０２５－１０２５－１０

秦秦秦秦 野野野野

〇〇〇〇 ×××× ××××

1111

２３－２５２３－２５２３－２５２３－２５

3333

２５－１４２５－１４２５－１４２５－１４ ２５－１７２５－１７２５－１７２５－１７ ２２－２５２２－２５２２－２５２２－２５

２５－１８２５－１８２５－１８２５－１８ １８－２５１８－２５１８－２５１８－２５ １６－２５１６－２５１６－２５１６－２５

２３－２５２３－２５２３－２５２３－２５１８－２５１８－２５１８－２５１８－２５２５－２２２５－２２２５－２２２５－２２

2222

0000

0000


