
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

        

    

    

    

    

        

    

    

    

【会　場】【会　場】【会　場】【会　場】

さいたま市記念総合体育館　　　A・B・Cさいたま市記念総合体育館　　　A・B・Cさいたま市記念総合体育館　　　A・B・Cさいたま市記念総合体育館　　　A・B・C

さいたま市浦和駒場体育館　　　D・Eさいたま市浦和駒場体育館　　　D・Eさいたま市浦和駒場体育館　　　D・Eさいたま市浦和駒場体育館　　　D・E

蓮田市総合市民体育館　　　　 　F・G蓮田市総合市民体育館　　　　 　F・G蓮田市総合市民体育館　　　　 　F・G蓮田市総合市民体育館　　　　 　F・G

平成２９年度 第７０回 全日本９人制バレーボール実業団男子選手権大会平成２９年度 第７０回 全日本９人制バレーボール実業団男子選手権大会平成２９年度 第７０回 全日本９人制バレーボール実業団男子選手権大会平成２９年度 第７０回 全日本９人制バレーボール実業団男子選手権大会

予選グループ戦組合せ表予選グループ戦組合せ表予選グループ戦組合せ表予選グループ戦組合せ表

1111 関関関関 西西西西 電電電電 力力力力 高高高高 浜浜浜浜 (((( 福福福福 井井井井 )))) 29292929

17171717

2222 ---- 0000 2222 17171717 ---- 21212121

21212121 ---- 14141414 21212121 ----

---- 16161616

30303030

1111

21212121 ---- 14141414

2222 富富富富 士士士士 通通通通 小小小小 山山山山

ササササ ンンンン デデデデ ンンンン ﾎﾎﾎﾎ ｰーーーﾙﾙﾙﾙﾃﾃﾃﾃ ﾞ゙゙゙ ｨｨｨｨ ﾝﾝﾝﾝ ｸｸｸｸ ﾞ゙゙゙ ｽｽｽｽ (((( 群群群群 馬馬馬馬 ))))

(((( 東東東東 京京京京 )))) 31313131

---- 24242424

1組1組1組1組 8組8組8組8組2222 21212121 ---- 19191919

住住住住 友友友友 精精精精 密密密密 (((( 兵兵兵兵 庫庫庫庫 ))))17171717 ---- 21212121 26262626

1111 2222

(((( 栃栃栃栃 木木木木 ))))

21212121

---- 5555

21212121 ---- 12121212 21212121 ---- 4444

中中中中 部部部部 電電電電 力力力力 岡岡岡岡 崎崎崎崎 (((( 愛愛愛愛 知知知知 ))))21212121 ---- 17171717 21212121

---- 0000

3333 日日日日 本本本本 無無無無 線線線線

0000

横横横横 河河河河 電電電電 機機機機 (((( 東東東東 京京京京 ))))

2222 ---- 0000 2222

21212121 ---- 14141414

4444
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰションズ新潟ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰションズ新潟ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰションズ新潟ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰションズ新潟

----

5555 京京京京 都都都都 モモモモ リリリリ タタタタ 製製製製 作作作作 所所所所 ００００ ３３３３ (((( 京京京京 都都都都 )))) 33333333 三三三三 菱菱菱菱 電電電電 機機機機 熊熊熊熊 本本本本 (((( 熊熊熊熊 本本本本 ))))

（（（（ 新新新新 潟潟潟潟 ））））

21212121 ---- 8888

32323232

2222 ---- 0000 2222

21212121 ---- 8888 21212121 ---- 17171717

16161616 ---- 21212121 1111

印印印印 刷刷刷刷 局局局局 小小小小 田田田田 原原原原 (((( 神神神神奈奈奈奈 川川川川)))) 21212121 ---- 18181818

2組2組2組2組 9組9組9組9組2222 ---- 0000

(((( 埼埼埼埼 玉玉玉玉 ))))

21212121 ---- 19191919

3434343421212121 ---- 12121212

21212121 ---- 17171717

6666

7777 住住住住 友友友友 電電電電 工工工工 横横横横 浜浜浜浜 (((( 神神神神奈奈奈奈 川川川川))))
35353535 住住住住 友友友友 電電電電 工工工工 伊伊伊伊 丹丹丹丹 (((( 兵兵兵兵 庫庫庫庫 ))))21212121

2222 ---- 0000

ニニニニ ココココ ンンンン

21212121 ---- 19191919 21212121 ---- 13131313

---- 12121212 21212121 ---- 18181818

0000

愛愛愛愛 知知知知 オオオオ ーーーー クククク ママママ (((( 愛愛愛愛 知知知知 ))))

2222 18181818 ---- 21212121 1111 2222

21212121 ---- 6666

8888 ＭＭＭＭ ｅｅｅｅ ｓｓｓｓ ｓｓｓｓ ｅｅｅｅ ｎｎｎｎ ｇｇｇｇ ｅｅｅｅ ｒｒｒｒ

----

9999 京京京京 都都都都 ププププ ララララ ネネネネ ッッッッ ツツツツ (((( 京京京京 都都都都 )))) 37373737 JJJJ TTTT 東東東東 京京京京 (((( 東東東東 京京京京 ))))

(((( 千千千千 葉葉葉葉 ))))

21212121 ---- 5555

36363636

2222 ---- 0000 2222

21212121 ---- 11111111 21212121 ---- 8888

---- 0000

日日日日 立立立立 佐佐佐佐 和和和和 (((( 茨茨茨茨 城城城城 )))) 21212121 ---- 11111111

3組3組3組3組 10組10組10組10組2222 ---- 0000

(((( 兵兵兵兵 庫庫庫庫 ))))

21212121 ---- 11111111

3838383821212121 ---- 16161616

21212121 ---- 14141414

10101010

11111111 北北北北 陸陸陸陸 電電電電 力力力力 石石石石 川川川川 (((( 石石石石 川川川川 )))) 39393939 四四四四 国国国国 電電電電 力力力力 (((( 香香香香 川川川川 ))))21212121

2222 ---- 0000

富富富富 士士士士 通通通通

21212121 ---- 19191919 21212121 ---- 17171717

---- 18181818 21212121 ---- 16161616

1111

リリリリ ココココ ーーーー 沼沼沼沼 津津津津 (((( 静静静静 岡岡岡岡 ))))

2222 16161616 ---- 21212121 1111 2222

21212121 ---- 17171717

12121212 ＮＮＮＮ ＯＯＯＯ ＮＮＮＮ ＡＡＡＡ ＭＭＭＭ ＥＥＥＥ

19191919 ---- 21212121

13131313 メメメメ イイイイ ララララ (((( 岐岐岐岐 阜阜阜阜 )))) 41414141 川川川川 崎崎崎崎 重重重重 工工工工 (((( 岐岐岐岐 阜阜阜阜 ))))

(((( 埼埼埼埼 玉玉玉玉 ))))

22222222 ---- 20202020

40404040

2222 12121212 ---- 21212121 1111 2222

21212121 ---- 19191919 21212121 ---- 16161616

---- 0000

新新新新 日日日日 鐵鐵鐵鐵 住住住住 金金金金 (((( 大大大大 阪阪阪阪 )))) 21212121 ---- 18181818

4組4組4組4組 11組11組11組11組2222 ---- 0000

(((( 岡岡岡岡 山山山山 ))))

21212121 ---- 15151515

4242424221212121 ---- 18181818

21212121 ---- 19191919

14141414

15151515 ｼｼｼｼ ﾞ゙゙゙ ｪｪｪｪ ｲｲｲｲ ﾃﾃﾃﾃ ｸｸｸｸ ﾄﾄﾄﾄ スススス ピピピピ アアアア ーーーー ズズズズ (((( 奈奈奈奈 良良良良 )))) 43434343 松松松松 本本本本 市市市市 役役役役 所所所所 (((( 長長長長 野野野野 ))))21212121

2222 ---- 0000

ＮＮＮＮ ＴＴＴＴ ＮＮＮＮ 岡岡岡岡 山山山山

21212121 ---- 14141414 13131313 ---- 21212121

---- 13131313 21212121 ---- 16161616

1111

ヤヤヤヤ ママママ ハハハハ (((( 静静静静 岡岡岡岡 ))))

2222 ---- 0000 2222

21212121 ---- 13131313

16161616 ＴＴＴＴ ＨＨＨＨ ＫＫＫＫ 甲甲甲甲 府府府府

21212121 ---- 17171717

17171717 三三三三 菱菱菱菱 三三三三 原原原原 (((( 広広広広 島島島島 )))) 45454545 三三三三 菱菱菱菱 電電電電 機機機機 紅紅紅紅 菱菱菱菱 会会会会 (((( 兵兵兵兵 庫庫庫庫 ))))

(((( 山山山山 梨梨梨梨 ))))

21212121 ---- 14141414

44444444

2222 ---- 0000 2222

21212121 ---- 16161616 21212121 ---- 8888

---- 0000

九九九九 州州州州 電電電電 力力力力 鹿鹿鹿鹿 児児児児 島島島島 (((( 鹿鹿鹿鹿児児児児 島島島島)))) 21212121 ---- 14141414

5組5組5組5組 12組12組12組12組2222 21212121 ---- 15151515 1111

(((( 大大大大 阪阪阪阪 ))))

21212121 ---- 19191919

4646464614141414 ---- 21212121

21212121 ---- 18181818

18181818

19191919 三三三三 島島島島 市市市市 役役役役 所所所所 (((( 静静静静 岡岡岡岡 )))) 47474747 旭旭旭旭 化化化化 成成成成 守守守守 山山山山 (((( 滋滋滋滋 賀賀賀賀 ))))21212121

2222 8888 ---- 21212121 1111

造造造造 幣幣幣幣 局局局局

21212121 ---- 13131313 21212121 ---- 9999

---- 12121212 21212121 ---- 19191919

0000

住住住住 友友友友 電電電電 工工工工 (((( 大大大大 阪阪阪阪 ))))

2222 ---- 0000 2222

21212121 ---- 15151515

20202020 三三三三 菱菱菱菱 ケケケケ ミミミミ カカカカ ルルルル 豊豊豊豊 橋橋橋橋

----

21212121 日日日日 本本本本 化化化化 薬薬薬薬 (((( 山山山山 口口口口 )))) 49494949 神神神神 鋼鋼鋼鋼 環環環環 境境境境 ソソソソ リリリリ ュュュューーーー シシシシ ョョョョンンンン (((( 兵兵兵兵 庫庫庫庫 ))))

(((( 愛愛愛愛 知知知知 ))))

21212121 ---- 8888

48484848

2222 ---- 0000 2222

22222222 ---- 20202020 21212121 ---- 7777

---- 0000

北北北北 見見見見 市市市市 役役役役 所所所所 (((( 北北北北海海海海 道道道道)))) 21212121 ---- 14141414

6組6組6組6組 13組13組13組13組2222 ---- 0000

(((( 福福福福 岡岡岡岡 ))))

21212121 ---- 6666

5050505021212121 ---- 9999

23232323 ---- 21212121

22222222

1414141423232323 伊伊伊伊 勢勢勢勢 崎崎崎崎 市市市市 役役役役 所所所所 (((( 群群群群 馬馬馬馬 )))) 51515151 ﾘﾘﾘﾘ ｺｺｺｺ ｰーーー ｲｲｲｲ ﾝﾝﾝﾝ ﾀﾀﾀﾀ ﾞ゙゙゙ ｽｽｽｽ ﾄﾄﾄﾄ ﾘﾘﾘﾘ ｰーーー 東東東東 北北北北 (((( 宮宮宮宮 城城城城 ))))21212121 ----

2222 ---- 0000

ＪＪＪＪ ＲＲＲＲ 九九九九 州州州州

21212121 ---- 14141414 21212121 ---- 8888

8888 21212121 ----

0000

豊豊豊豊 橋橋橋橋 酷酷酷酷 寒寒寒寒 (((( 愛愛愛愛 知知知知 ))))

2222 ---- 0000 2222

21212121 ---- 15151515

24242424 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰションズ津ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰションズ津ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰションズ津ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰションズ津

----

25252525 三三三三 菱菱菱菱 ママママ テテテテ リリリリ アアアア ルルルル 大大大大 宮宮宮宮 (((( 埼埼埼埼 玉玉玉玉 )))) 53535353 明明明明 治治治治 大大大大 阪阪阪阪 (((( 大大大大 阪阪阪阪 ))))

(((( 三三三三 重重重重 ))))

21212121 ---- 12121212

52525252

2222 ---- 0000 2222

21212121 ---- 13131313 21212121 ---- 12121212

---- 0000

ＪＪＪＪ ＦＦＦＦ ＥＥＥＥ 西西西西 日日日日 本本本本 (((( 広広広広 島島島島 )))) 21212121 ---- 17171717

7組7組7組7組 14組14組14組14組2222 ---- 0000

(((( 富富富富 山山山山 ))))

21212121 ---- 8888

5454545421212121 ---- 13131313

21212121 ---- 10101010

26262626

27272727 ＭＭＭＭ ＨＨＨＨ ＰＰＰＰ ＳＳＳＳ 呉呉呉呉 (((( 広広広広 島島島島 )))) 55555555 モモモモ リリリリ タタタタ 製製製製 作作作作 所所所所 (((( 京京京京 都都都都 ))))21212121 ----

2222 17171717 ---- 21212121 1111

北北北北 陸陸陸陸 電電電電 力力力力

21212121 ---- 19191919

6666 21212121 ---- 15151515

2222 ---- 0000 2222

21212121 ---- 14141414

---- 0000

リリリリ ココココ ーーーー (((( 神神神神奈奈奈奈 川川川川))))

中中中中 部部部部 徳徳徳徳 州州州州 会会会会 病病病病 院院院院 （沖　縄）（沖　縄）（沖　縄）（沖　縄）

(((( 沖沖沖沖 縄縄縄縄 ))))

21212121 ---- 13131313

56565656

21212121 ---- 8888

28282828 中中中中 部部部部 徳徳徳徳 洲洲洲洲 会会会会 病病病病 院院院院

第２シード第２シード第２シード第２シード ＪＪＪＪ ＦＦＦＦ ＥＥＥＥ 西西西西 日日日日 本本本本 （広　島）（広　島）（広　島）（広　島） 第5シード第5シード第5シード第5シード

第１シード第１シード第１シード第１シード 富富富富 士士士士 通通通通 （兵　庫）（兵　庫）（兵　庫）（兵　庫） 第4シード第4シード第4シード第4シード

住住住住 友友友友 電電電電 工工工工 伊伊伊伊 丹丹丹丹 (兵　庫)(兵　庫)(兵　庫)(兵　庫)

第３シード第３シード第３シード第３シード 住住住住 友友友友 電電電電 工工工工 (大　阪)(大　阪)(大　阪)(大　阪) 第6シード第6シード第6シード第6シード サンデン・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽサンデン・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽサンデン・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽサンデン・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ (群　馬)(群　馬)(群　馬)(群　馬)


