
【男子の部】

1 北陸高等学校 （高校・福井市）

2 MAKENZA!! （クラブ・福井市）

3 敦賀クラブ （クラブ・敦賀市）

4 ＯＨＭＩクラブ （クラブ・福井市）

5 福井足羽クラブ （登記・福井市）

6 ＦＴＶＣ （クラブ・福井市）

7 ＡＷ－Ｉ男子バレー部 （クラブ・越前市）

8 一世クラブ （クラブ・勝山市）

9 福井・旭クラブ （クラブ・福井市）

【女子の部】

1 ＢＡＺＯＯＫＡ．Ｇ　ＦＵＫＵＩ （ヤング・福井市）

2 仁愛女子Ａ （高校・福井市）

3 仁愛女子B （高校・福井市）

4 ＧＴＯクラブA （ヤング・福井市）

5 ＧＴＯクラブB （ヤング・福井市）

6 炎　龍 （クラブ・丹生郡）
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参加チーム一覧

チーム名

チーム名



【男子の部　予選リーグ戦】　
3セットマッチ。但し、1.2セット目は25点制（上限27点）、3セット目は15点制（上限17点）とする。

（Ａブロック）

予選2位

ＯＨＭＩクラブ 一世クラブ
Ｄ-２

予選1位

予選2位

福井足羽クラブ

Ｄ-１ Ｄ-３

C-１ C-３

北陸高校 MAKENZA!!
C-２

ＡＷ－Ｉ男子バレー部

予選1位

敦賀クラブＦＴＶＣ

（Bブロック）

（Cブロック）
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令和３年２月２８日（日）
福井市体育館

福井・旭クラブ

Ａｰ１ Ａ-３

Ａ-２

予選1位

予選2位



（決勝トーナメント）　２５点３セットマッチ
　　　　　　　　　　　　    第１・２セット目は２５点制（上限２７点）、第３セットは１５点制（上限１７点）とする。
                              ※３位決定戦は行わない
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令和３年２月２８日（日）
福井市体育館

【男子　決勝トーナメント】　

A-5 C-5
A-6

優　勝 準優勝 第３位

優　勝

【成績】　

A-4

C-4



（Ａブロック）

（Bブロック）

【成績】　

優　勝
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仁愛女子Ａ

ＢＯＺＯＯＫＡ E-2

セット率 得点率 順位

ＧＴＯクラブＢ E-1 E-3

チ ー ム 名 ＧＴＯクラブＢ ＢＯＺＯＯＫＡ 仁愛女子Ａ 勝　　敗

ＧＴＯクラブＡ

炎　龍

B-2

チ ー ム 名 セット率 得点率 順位

仁愛女子Ｂ B-1 B-3

仁愛女子Ｂ ＧＴＯクラブＡ 炎　龍 勝　　敗

令和３年２月２８日（日）
福井市体育館

【女子の部】　

（予選リーグ戦）　２５点３セットマッチ
 　　　　　　　　　　　　第１・２セット目は２５点制（上限２７点）、第３セットは１５点制（上限１７点）とする。
　　　　　　　　　　　　 ※上位２チームは決勝トーナメントに進出

B-6

（決勝トーナメント）　２５点３セットマッチ
　　　　　　　　　　　　    第１・２セット目は２５点制（上限２７点）、第３セットは１５点制（上限１７点）とする。
                              ※３位決定戦は行わない

予選1位

予選2位

予選1位

予選2位

B-4 B-5

Aブロック1位 Bブロック２位 Aブロック２位 Bブロック1位

優　勝 準優勝 第３位



【試合順】

主　審 副　審 ラインジャッジ・点示

第１試合 福井・旭クラブ ＶＳ FTVC 敦賀クラブ 敦賀クラブ 敦賀クラブ

第２試合 FTVC ＶＳ 敦賀クラブ 福井・旭クラブ 福井・旭クラブ 福井・旭クラブ

第３試合 福井・旭クラブ ＶＳ 敦賀クラブ FTVC FTVC FTVC

第４試合 決勝T1回戦 ＶＳ 決勝T1回戦

第５試合 準決勝 ＶＳ 準決勝

第６試合 決　勝 ＶＳ 決　勝

主　審 副　審 ラインジャッジ・点示

第１試合 仁愛女子Ｂ ＶＳ ＧＴＯクラブＡ 炎　龍 炎　龍 炎　龍

第２試合 ＧＴＯクラブＡ ＶＳ 炎　龍 協　会 協　会 仁愛女子Ｂ

第３試合 仁愛女子Ｂ ＶＳ 炎　龍 ＧＴＯクラブＡ ＧＴＯクラブＡ ＧＴＯクラブＡ

第４試合 準決勝 ＶＳ 準決勝

第５試合 準決勝 ＶＳ 準決勝

第６試合 決　勝 ＶＳ 決　勝

【試合順】

主　審 副　審 ラインジャッジ・点示

第１試合 AW-I工業 ＶＳ 北陸高校 MAKENZA!! MAKENZA!! MAKENZA!!

第２試合 北陸高校 ＶＳ MAKENZA!! AW-I男子バレー部 AW-I男子バレー部 AW-I男子バレー部

第３試合 AW-I工業 ＶＳ MAKENZA!! 北陸高校 北陸高校 北陸高校

第４試合 決勝T1回戦 ＶＳ 決勝T1回戦

第５試合 準決勝 ＶＳ 準決勝

【試合順】

主　審 副　審 ラインジャッジ・点示

第１試合 福井足羽クラブ ＶＳ OHMIクラブ 一世クラブ 一世クラブ 一世クラブ

第２試合 OHMIクラブ ＶＳ 一世クラブ 福井足羽クラブ 福井足羽クラブ 福井足羽クラブ

第３試合 福井足羽クラブ ＶＳ 一世クラブ OHMIクラブ OHMIクラブ OHMIクラブ

【試合順】

主　審 副　審 ラインジャッジ・点示

第１試合 ＧＴＯクラブＢ ＶＳ BAZOOKA 協　会 協　会 仁愛女子Ａ

第２試合 BAZOOKA ＶＳ 仁愛女子Ａ ＧＴＯクラブＢ ＧＴＯクラブＢ ＧＴＯクラブＢ

第３試合 ＧＴＯクラブＢ ＶＳ 仁愛女子Ａ BAZOOKA BAZOOKA BAZOOKA

※大会のスムーズな運営に御協力ください。　（但し、試合が連続する場合は１５分後にプロトコールとする）

※主審・副審については、審判服・ワッペンを着用してください。

※各試合の審判員は、試合終了後、結果を本部へ報告してください。

※試合の進行状況により、割当表以外の試合についてもチームに審判をお願いする場合がありますので御協力下さい。

第１８回　福井県バレーボールチャンピオンカップ２０２０　審判割当表

福井市バレーボール協会審判長　　　湶　孝介

Ａコート（男子）　短笛

Ｂコート（女子）　長笛

Ｃコート（男子）　短笛

Dコート（男子）サブアリーナ　短笛

Ｅコート（女子）サブアリーナ　長笛


