
平成２９年度 県選手権大会 および 

新人大会 横浜地区予選会 参加チームへ 

 

＊今年度より県選手権大会の振込先は各地区の口座に変更になりました。誤って
昨年度の口座に振り込んでしまっても、横浜地区として把握することができませ
ん。くれぐれもお間違いのないようお願いいたします。 

 

【参加料振込先】（県選手権大会・新人大会とも同じ口座） 

 

 横浜銀行 希望ヶ丘支店（店番号：３３２） 

    口座番号：普通預金 ６０００７３９ 

    加入者名：横浜地区高体連バレーボール専門部 

          代表 佐藤 喜一郎 

 

 

【新人大会への申込み・振り込み時期についてのお願い】 

 新人大会への申込みおよび参加料の振り込みについては、県選手権大会の申
込み締切日よりも後になるようにして下さい。県選手権大会の申込書の確認（ＭＲ
Ｓなど）に時間がかかること、２大会合わせての振り込みの確認が煩雑であることが
その理由です。ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

 
 

【申し込み名称と注意事項】 ＊間違いのないようお願いします。 
 
 ◇男女２チーム分を振り込む場合 
  →「申し込み名称」の後に ３ を記入。        《記入例》 『ハヤト３』 
 ◇男子１チーム分を振り込む場合 
  →「申し込み名称」の後に ２ を記入。        《記入例》 『ハヤト２』 
 ◇女子１チーム分を振り込む場合 
  →「申し込み名称」の後に １ を記入。      《記入例》 『ハヤト１』 
 

 裏面の「申し込み名称一覧」通りに振り込んで下さるよう、また男女等を表す数字が合ってい
るかどうか、顧問の方が最終的に確認をして下さい。 
 〈誤りの例〉 ・振り込み名称が個人名になっているもの 
      ・振り込み名称が長すぎるもの（通帳では１０文字程度しか印字されません） 
      ・振り込み名称の後に男女等を表す数字のないもの 

 名称や数字に誤りがある場合には，同封する「ご利用控え」を訂正していただくと共に，下記
まで必ずご連絡下さい。 
 ［連絡先］県立横浜緑園高等学校 阿部大志  (TEL) ０４５－８１２－３３７１ 
          
  (FAX) ０４５－８１３－１４３１ 
 

【申込書送付先】 
 ○横浜隼人高等学校 佐藤喜一郎 ： 〒246-0026 横浜市瀬谷区阿久和南１－３－１ 
  ※参加料の「振込用紙」または「ご利用控え」のコピーを申込書と一緒に送付してください。 
   「ご利用控え」等は、原寸大のままＢ５用紙にコピーして頂けると助かります。 
 

【合同チームで参加する場合】 
  合同チームで参加する場合は、どの高校にいくらの領収書が必要なのかを「ご利用控え」のコピー

に必ず明記して下さい。（こちらで把握できない場合は、金額の記載のない領収書をお渡しします）



【申し込み名称一覧】 
     学 校 名    申込み名称                  学 校 名    申込み名称 

1 浅野 アサノ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 日本大学 ニチダイ 
2 旭 アサヒ 55 新羽 ニッパ 
3 磯子 イソゴ 56 白山 ハクサン 
4 磯子工 イソコウ 57 白鵬女子 ハクホウ 
5 磯子工(定) イソコウテイ 58 柏陽 ハクヨウ 
6 市ヶ尾 イチガオ 59 横浜隼人 ハヤト 
7 荏田 エダ 60 東 ヒガシ 
8 金井 カナイ 61 氷取沢 ヒトリザワ 
9 神奈川学園 カナガワガクエン 62 横浜平沼 ヒラヌマ 

10 神奈川工 カナコウ 63 フェリス女学院 フェリス 
11 神奈川工(定) カナコウテイ 64 富士見丘中等 フジミ 

12 神奈川大附 ジンダイ 65 武相 ブソウ 
13 金沢 カナザワ 66 横浜雙葉 フタバ 
14 釜利谷 カマリヤ 67 法政大学女子 ホウセイジョシ 
15 上矢部 カミヤベ 68 保土ヶ谷 ホドガヤ 
16 川和 カワワ 69 舞岡 マイオカ 
17 関東学院 カントウ 70 横浜緑ヶ丘 ミドリ 
18 関東六浦 ムツウラ 71 南 ミナミ 
19 岸根 キシネ 72 横浜清風 セイフウ 
20 希望ヶ丘 キボウ 73 元石川 モトイシカワ 
21 希望ヶ丘(定) キボウテイ 74 森村学園 モリムラ 
22 霧が丘 キリガオカ 75 山手学院 ヤマテガクイン 
23 慶應義塾 ケイオウ 76 横浜 ヨコハマ 

24 港北 コウホク 77 横浜女学院 ヨコジョガク 
25 光陵 コウリョウ 78 横浜学園 ヨコガクエン 
26 横浜翠陵 スイリョウ 79 横浜商 ワイコウ 
27 桜丘 サクラ 80 横浜商大 ショウダイ 
28 秀英 シュウエイ 81 横浜創学館 ソウガクカン 
29 県商工 ケンショウ 82 中大附属横浜 チュウダイ 
30 松陽 ショウヨウ 83 横浜市立ろう イチリツロウ 
31 新栄 シンエイ 84 神奈川総合 カナソウ 
32 城郷 シロサト 85 サレジオ学院 サレジオ 
33 横浜翠嵐 スイラン 86 公文国際 クモン 
34 横浜翠嵐(定) スイランテイ 87 星槎 セイサ 
35 聖光学院 セイコウ 88 クラーク横浜 クラーク 

36 清心女子 セイシン 89 星槎横浜 セイサヨコハマ 
37 青学横浜英和 エイワ 90 みなと総合 ミナト 
38 聖ヨゼフ ヨゼフ 91 横浜総合 ヨコソウゴウ 
39 瀬谷 セヤ 92 横浜桜陽 オウヨウ 
40 瀬谷西 セヤニシ 93 横浜南陵 ナンリョウ 
41 横浜創英 ソウエイ 94 二俣川看護福祉 フタマタガワ 
42 捜真女学校 ソウシン 95 金沢総合 カナザワソウ 
43 高木学園女子 タカギ 96 横浜旭陵 キョクリョウ 
44 橘学苑 タチバナ 97 横浜清陵 セイリョウ 
45 横浜立野 タテノ 98 鶴見総合 ツルミソウゴウ 
46 田奈 タナ 99 横浜国際 コクサイ 
47 鶴見 ケンツル 100 横浜栄 サカエ 

48 鶴見大附属 ツルダイ 101 横浜緑園 リョクエン 
49 桐蔭学園 トウイン 102 サイエンス サイエンス 
50 桐蔭中等 トウインチュウ 103 横浜明朋 メイホウ 
51 戸塚 トツカ 104 日々輝横浜 ヒビキ 
52 戸塚(定) トツカテイ 105 飛鳥未来 アスカ 
53 永谷 ナガヤ    

 


