
 
 

平成 29 年度  第 70 回全日本バレーボール高等学校選手権大会静岡県予選大会  
第１日目順延分の実施会場変更及び、第２日目・３日目の男子会場変更について  

       
 
１  日   時   平成 29 年 (10 月 29 日 (日) 10:00 開始式（各会場）  終了後  試合開始) 
        試合順延  11 月  ３日 (金 )  11:00  試合開始  
                          11 月  ４日 (土 )  10:00 開始式（各会場）  終了後  試合開始 
                          11 月  ５日 (日 )  10:00  試合開始 
                          11 月 12 日 (日 ) 10:30  試合開始  女子決勝戦  13:00 男子決勝戦  
 
 
２  会   場   11 月３日 (金 )    男  子   伊豆総合高等学校  
                                    伊豆市牧之郷 892 

                  伊豆中央高等学校→ 変 更 → 吉原工業高等学校  
  伊豆の国市寺家 970-1                              富士市比奈２３００ 
                 科学技術高等学校 
 静岡市葵区長沼 500-1 

     静岡西高等学校 
                                     静岡市葵区牧ヶ谷 680-1 
                                     磐田東高等学校  → 変 更 → 磐田南高等学校 
 磐田市見付 180-5                                   磐田市見付 3084 
                                     浜松湖南高等学校 
                                         浜松市西区馬郡町 3791-1 
 
                               女  子   三島北高等学校 
 三島市文教町 1-3-18 
                                     田方農業高等学校→ 変 更 → 清水国際高等学校 
                                       田方郡函南町塚本 961             静岡市清水区天神１丁目４− １ 
                                        富士宮東高等学校→ 変 更 → 小山高等学校 
 富士宮市小泉 1234               駿東郡小山町竹之下３６９ 
                                        静岡商業高等学校 
                                        静岡市葵区田町 7-90 
                                        静岡市立高等学校 
                                       静岡市葵区千代田 3-1-1 
                                     焼津水産高等学校 
                                        焼津市焼津 5 丁目 5-2 
 浜松日体高等学校 
 浜松市東区半田山 3-30-1 
                       聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ高等学校  
                                       浜松市北区三方原町 3453 
 

11 月４日 (土 ) 男  子    浜松工業高等学校→ 変 更 → 磐田東高等学校 
 浜松市北区初生町 1150             磐田市見付 180-5 

              磐田東高等学校 → 変 更 → 掛川東高等学校 
 磐田市見付 180-5               掛川市南西郷１３５７ 

                             女  子   浜松市立高等学校 
 浜 松 市 中 区 広 沢 １ 丁 目 21- 1 
                      浜北西高等学校 

                                     浜松市浜北区新原 4175-1 
 

11 月５日 (日 ) 男  子    浜松工業高等学校→ 変 更 → 磐田東高等学校 
 浜松市北区初生町 1150             磐田市見付 180-5 
 女  子   浜松市立高等学校  

                                     浜 松 市 中 区 広 沢 １ 丁 目 21- 1  
 
         11 日 12 日 (日 ) 男女共   草薙総合運動場体育館「このはなアリーナ」 
                                  静岡市駿河区栗原 19-1 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
３  備    考   (1)順延分の試合 (11/3)は以下の通り日程が異なります。ご注意ください。  

※ただし女子  静岡商会場 (11/3)に限り備考(7)のとおり別日程で実施する。  
 
               11 月 3 日 (金 )          11 月４ (土 )、５日 (日 ) 

会場校内入場  ９時３０分      会場校内入場  ８時３０分 
          体育館開館  １０時００分      体育館開館   ９時００分 
          代表者会議  １０時３０分      代表者会議   ９時３０分 
          試合開始   １１時００分      試合開始   １０時００分 
 
        (2)全日程の男子会場が大幅に変更されています。 

   
男子 2 日目  11 月 4 日（土）  
 
組合せ表の番号 

１～１９・５９～７７は磐田東高校会場 
２０～５８は掛川東高校会場に変更  

  
 男子 3 日目  11 月 5 日（日）  

 
メイン会場は磐田東高校会場に変更  

 
 (3)第 2 日目 (ベスト３２以降 )に進出された男女チームの顧問は加入選手一

覧を印刷しご持参ください。  
 

(4)各会場の駐車場については、追って連絡をするので指示に従うこと。  
          また、保護者等の応援マナーについては各チームで責任を持つこと。 
 

(5)体育館の開館（フロアでの練習開始時間）は 11/3(金 )のみ 10 時 00 分、
以降の日程は 9 時 00 分とする。 

 
(6)会場校の迷惑になるため会場校内入場は 8 時 30 分以降にすること。  

ただし 11/3(金 )は 9 時 30 分以降にすること。 
 

(7)静岡商業高校会場 (11/3 女子 )に限り、試合開始時刻が異なります。対
象となる高校は十分にご注意ください。 

 
会場校内入場  １２時３０分  

          体育館開館   １３時００分  
          代表者会議   １３時３０分  
          試合開始    １４時００分  



平成 29年度 第 70回全日本バレーボール高等学校選手権大会 静岡県予選大会 

第１日目順延分の試合について 

男子会場 

 吉原工  ア・コート(2)  イ・コート(4) 

１コートで実施 試合順 第１試合・イ３ 第２試合・ア３ 第３試合・イ４ 

      審判・補助役員：第１試合は第３試合の両チーム それ以降は前の試合のチーム 

 伊豆総合 ウ・コート(4) ウ３から開始、２試合。 

      エ・コート(5) エ２から開始、３試合。 

 静岡西  オ・コート(5) オ２から開始、３試合。 

      カ・コート(4) カ２から開始、２試合。 

 科学技術 キ・コート(4) キ２から開始、２試合。 

      ク・コート(5) ク２から開始、３試合。 

 浜松湖南 ケ・コート(4) ケ３から開始、２試合。 

      コ・コート(4) コ３から開始、２試合。 

 磐田南  サ・コート(5) サ２から開始、３試合。 

      シ・コート(6) シ１から開始、４試合。 

 

女子会場 

 小山   タ・コート(5) タ３から開始、３試合。 

      チ・コート(3) チ３から開始、２試合。 

 三島北  ツ・コート(3) ツ３から開始、２試合。 

      テ・コート(5) テ３から開始、３試合。 

 清水国際 ト・コート(3) ト３から開始、２試合。 

      ナ・コート(5) ナ３から開始、３試合。 

 静岡商  二・コート(4) 二３から開始、２試合。 

      ヌ・コート(3) ヌ３から開始、２試合。 

 静岡市立 ネ・コート(2) ネ４から開始、１試合。 

      ノ・コート(5) ノ３から開始、３試合。 

 焼津水産 ハ・コート(3) ハ４から開始、２試合。 

      ヒ・コート(3) ヒ３から開始、２試合。 

 浜松日体 フ・コート(4) フ２から開始、３試合。 

      ヘ・コート(5) ヘ２から開始、３試合。 

 聖隷   ホ・コート(3) ホ３から開始、２試合。 

      マ・コート(6) マ２から開始、３試合。 

 

 （ ）内の数字は参加チーム数 

 

※補助役員直後に試合の場合は、合同練習５分を含む20分間のウォーミングアップ時間を確保します。 

 試合が連続する場合は、合同練習５分を含む 30分間の休息時間を確保します。 

※静岡商会場に限り、 

体育館開場13：00試合開始14：00となります。ご注意ください。 



期⽇会場 総 務 競 技 審 判 会 場

11⽉3⽇（⾦）
伊⾖総合⾼校

⼩津 智治（沼津城北） 渡邊 慶仁（沼津⻄）  中川  ⼤（浜松東） 望⽉ 陽介（伊⾖総合）

11⽉3⽇（⾦）
吉原⼯業⾼校

伊藤 弘毅（伊⾖中央） ⻘野 恭典（浜松湖東） 鈴⽊ 陽⼤（静岡農） ⽇向 裕介（吉原⼯業）

11⽉3⽇（⾦）
科学技術⾼校

井出 和久（裾野）
杉本 清次（掛川⻄）

⼾塚 貴紀（科学技術） 杉本 昌之（浜松南） ⾕⼝  健（科学技術）

11⽉3⽇（⾦）
静岡⻄⾼校

古⽊ 康昌（静岡⼤成） 柏⽊ 真治（韮⼭） 持⽥ 拓也（静岡北） 朝⽐奈 剛（静岡⻄）

11⽉3⽇（⾦）
磐⽥南⾼校

難波 幸平（清流館）
⻘⽊ 佑介（藤枝明誠）

北脇 ⼀正（浜松⽇体）
⼾塚 裕之（伊東商）

尾鷲 和哉（佐久間・分） 待⾕健⼀郎（磐⽥南）

11⽉3⽇（⾦）
浜松湖南⾼校

刑部  剛（磐⽥農） 平岡 靖史（静岡市⽴） 芝⼭ 貴宏（静岡学園） 榊原 英明（浜松湖南）

11⽉4⽇（⼟）
掛川東⾼校

刑部  剛（磐⽥農） 上畠 直樹（浜松市⽴） 中川  ⼤（浜松東） ⿊⽥ 恭介（掛川東）

11⽉4⽇（⼟）
磐⽥東⾼校

⼭村  直（浜北⻄） 北脇 ⼀正（浜松⽇体）
尾鷲 和哉（佐久間・分）
⽥川 明浩（聖隷）

増⽥ 圭志（磐⽥東）

11⽉5⽇（⽇）
磐⽥東⾼校

刑部  剛（磐⽥農）
⿊⽥ 恭介（掛川東）

北脇 ⼀正（浜松⽇体）
稲葉  勉（浜松商）

中川  ⼤（浜松東）
尾鷲 和哉（佐久間・分）

増⽥ 圭志（磐⽥東） 

11⽉3⽇（⾦）
三島北⾼校

⻄尾 哲也（浜松商） ⼭下 莉央（湖⻄） 望⽉ 景⼦（市⽴沼津） 中村 ⼀史（三島北）

11⽉3⽇（⾦）
清⽔国際⾼校

望⽉ 要佑（⽥⽅農） 朝⽐奈祐弥（静岡城北） 坂本 貢一（浜松市⽴） 原  郁⽣（清⽔国際）

11⽉3⽇（⾦）
⼩⼭⾼校

伊東 寿⼦（静岡⻄） 関本 周平（御殿場） 佐原 有紀（⼩⼭） 渡邉 美穂（⼩⼭）

11⽉3⽇（⾦）
静岡商業⾼校

村⽊ 久美（城南静岡） ⻄尾 義幸（浜松湖南） 近藤 誠和（桐陽） 夏⽬菜々⼦（静岡商）

11⽉3⽇（⾦）
静岡市⽴⾼校

荒⽊ 早織（常葉学園） 上⽥ 記也（榛原） 関  篤志（静岡市⽴） ⽮端 寛之（静岡市⽴）

11⽉3⽇（⾦）
焼津⽔産⾼校

佐野 遼平（島⽥商） ⻄島 靖真（焼津⽔産） ⼭本 倫之（沼津⻄） ⻄島 靖真（焼津⽔産）

11⽉3⽇（⾦）
浜松⽇体⾼校

外⼭めぐみ（浜松東） ⼾塚 俊幸（遠江総合） 松井  真（浜松⽇体） 清⽔ 宏樹（浜松⽇体）

11⽉3⽇（⾦）
聖隷クリストファー⾼校

影⼭ ⼤樹（沼津城北） 中⼭ ⿓⼀（静岡⼤成） ⽚井 伴浩（相良） 宮野 浩志（聖隷）

11⽉4⽇（⼟）
浜松市⽴⾼校

外⼭めぐみ（浜松東） 松井  真（浜松⽇体） ⻄尾 義幸（浜松湖南） 坂本 貢⼀（浜松市⽴）

11⽉4⽇（⼟）
浜北⻄⾼校

笹原 夢⼦（掛川⻄）
新井 浩志（⻄遠⼥⼦）
⼭下 莉央（湖⻄）

宮野 浩志（聖隷）
上⽥ 淑江（磐⽥北）

松井 和弘（浜北⻄）

11⽉5⽇（⽇）
浜松市⽴⾼校

外⼭めぐみ（浜松東）
笹原 夢⼦（掛川⻄）

新井 浩志（⻄遠⼥⼦）
松井 真（浜松⽇体）

宮野 浩志（聖隷）
上⽥ 淑江（磐⽥北）

坂本 貢⼀（浜松市⽴）

11⽉12⽇（⽇）
草薙総合運動場体育館
「このはなアリーナ」

⼾本 浩史（藤枝東）
⾕⼝  健（科学技術）
杉本 清次（掛川⻄）
関本 周平（御殿場）
難波 幸平（清流館）
刑部  剛（磐⽥農）

岩ヶ⾕博利（県協会）
松本 憲雅（浜松⼯）
平岡 靖史（静岡市⽴）
柏⽊ 真治（韮⼭）

渡邉 義昭（県協会）
⽚井 伴浩（相良）
尾鷲 和哉（佐久間・分）

福井  靖（島⽥樟誠）

順延等による競技運営についての役割分担表

男
⼦

⼥
⼦
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