
第 2３回	 ジャパンソフトバレーボール鶴岡フェスティバル結果報告	 

	 

１．趣 旨	 健康で体力に余裕のある働き盛りの世代づくりを目指し､スポーツから生まれ

る笑顔と元気で､お互いに輝きながら交流を深めるために本大会を開催し、日本

全国の中高年世代の人生を応援するものです。	 

２．スローガン	 	 笑顔でつくろう健康ウェーブ、輝け日本の中高年！	 

３．主	 	 	 	 	 催	 	 鶴岡市	 	 鶴岡市教育委員会	 

４．共	 	 	 	 	 催	 	 特定非営利活動法人鶴岡市体育協会	 

５．後	 	 	 	 	 援	 	 (公財)日本バレーボール協会	 	 日本ソフトバレーボール連盟	 

	 	 山形県教育委員会	 	 (公財)山形県体育協会	 山形県バレーボール協会	 

	 	 山形県ソフトバレーボール連盟	 山形新聞・山形放送	 	 荘内日報社	 

	 	 鶴岡商工会議所	 鶴岡市観光連盟	 鶴岡市スポーツ推進委員会	 

	 	 鶴岡地区バレーボール協会	 鶴岡地区ソフトバレーボール連盟	 

	 	 鶴岡市レクリエーション協会	 

６．主	 	 	 	 	 管	 	 ジャパンソフトバレーボール鶴岡フェスティバル実行委員会	 

７．協	 	 	 	 	 賛	 	 ㈱ミズノ	 	 コカ・コーライーストジャパン㈱	 ㈱モルテン	 ㈱ミカサ	 

８．期	 	 	 	 	 日	 	 平成２９年１１月４日（土）～	 １１月５日（日）	 

９．会	 	 	 	 	 場	 	 鶴岡市小真木原総合体育館・鶴岡市朝暘武道館	 

１０．参 加 者 数	 	 1３県、63 チーム、423 人（選手 413 名、応援・随行者 10 名）	 

	 

１２．歓迎レセプション参加者数	 249 人	 

１３．試合数	 	 	 185 試合	 

	 	 	 	 	 ※	 ふれあいリーグ戦が 13 リーグ・計 1１８試合	 

	 	 	 	 	 ※	 順位決定戦が 4 リーグ、8 ブロック・計 76 試合	 

１４．特別表彰	 

（20 回出場チーム）象潟鳥海山（秋田県）	 	 クローバーＺ（千葉県）	 

	 	 	 （10 回出場チーム）colors（栃木県）	 	 サンシャイン（岐阜県）	 

１５．表彰チーム	 

	 
クラス別	 県外チーム	 県内チーム	 合計（選手のみ）	 

プラチナクラス	 9 チーム	 

(男 29・女 27、	 

計 56 人)	 

7 チーム	 

(男 25・女 25、	 

計 50 人)	 

16 チーム	 

(男 54・女 52、	 

計 106 人)	 

ゴールドクラス	 19 チーム	 

(男 54・女 66、	 

計 120 人)	 

6 チーム	 

(男 21・女 22、	 

計 43 人)	 

25 チーム	 

(男 75・女 88、	 

計 163 人)	 

シルバークラス	 13 チーム	 

(男 40・女 43、	 

計 83 人)	 

9 チーム	 

(男 36・女 35、	 

計 71 人)	 

22 チーム	 

(男 76・女 78、	 

計 154 人)	 

計	 

41 チーム	 

(男 123・女 136、	 

計 259 人)	 

22 チーム	 

(男 82・女 82、	 

計 164 人)	 

63 チーム	 

(男 205・女 218、	 

計 423 人)	 



プラチナクラスの部	 	 	 	 

	 項	 目	 順	 位	 都道府県	 チーム名	 

	 優	 勝	 山形県	 第一学区(P)	 

	 準優勝	 山形県	 藤島(P)	 

	 

第１位リーグ	 

第３位	 山形県	 第五学区(P)	 

	 第１位	 秋田県	 ザ・ブレンドＢ	 

	 
第 2 位リーグ	 

第２位	 新潟県	 黒条 S.V.B.C	 

	 第 3 位リーグ	 第１位	 山梨県	 櫛形フレッシュ	 

	 第 4 位リーグ	 第１位	 山形県	 第二学区(P)	 

	 

ゴールドクラスの部	 	 	 	 

	 項	 目	 順	 位	 都道府県	 チーム名	 

	 優	 勝	 山形県	 藤島(G)	 

	 準優勝	 栃木県	 Colors	 Ｋ	 

	 第３位	 神奈川県	 笑楽倶楽部	 

	 

第１位トーナメント	 

第３位	 新潟県	 フラワー新潟Ｂ	 

	 第１位	 岐阜県	 サンシャイン	 

	 
第２位トーナメント	 

第２位	 千葉県	 オール沼南	 

	 第３位トーナメント	 第１位	 宮城県	 どっこいしょ！！	 

	 第４位トーナメント	 第１位	 埼玉県	 フリーダム	 

	 第５位トーナメント	 第１位	 栃木県	 てんてん	 

	 

シルバークラスの部	 
	 	 	 

	 項	 目	 順	 位	 都道府県	 チーム名	 

	 優	 勝	 新潟県	 きらら	 

	 準優勝	 新潟都	 球舞	 

	 

第１・2 位トーナメント	 

第３位	 宮城県	 ビクトリー	 

	 第１位	 栃木県	 Colors	 B	 

	 
第 3・4 位トーナメント	 

第２位	 山形県	 第一学区(S)	 

	 第 5・6 位トーナメント	 第１位	 山形県	 第四学区(S)	 

	 


