
平成26年度　小学生ヘルスバレーボール大会　　　≪　予選リーグ　≫　
　※試合は５分間の時間制。

ドリームキッズ MZ（ミズ）ピー 弱くても勝てます！！キッヅ チーム江戸小 MAGICAL　SIX マルゲリータ ポップコーンMAXリターンズ THE アタッカー７

浦安市 向小金小 鰭ヶ崎小 江戸川台小 流山小 八木南小 西深井小 南流山小

ピーナッツ ありのままの∞ 森のくまさん 北小ファイターズ ゴーゴーゴリラ ロビンソン７ 八木北アリス ぷんぷん丸
八木南小 江戸川台小 八木南小 流山北小 小山小 鰭ヶ崎小 八木北小 鰭ヶ崎小

MZ（ミズ）ピー ゴリラーズ チーム江戸小 アズマ・スーパー８ マルゲリータ Let　It　Go　V THE アタッカー７ BEAGLES
向小金小 東深井小 江戸川台小 東小 八木南小 新川小 南流山小 江戸川台小

ドリームキッズ ありのままの∞ 弱くても勝てます！！キッヅ 北小ファイターズ MAGICAL　SIX ロビンソン７ ポップコーンMAXリターンズ ぷんぷん丸
浦安市 江戸川台小 鰭ヶ崎小 流山北小 流山小 鰭ヶ崎小 西深井小 鰭ヶ崎小

ゴリラーズ ピーナッツ アズマ・スーパー８ 森のくまさん Let　It　Go　V ゴーゴーゴリラ BEAGLES 八木北アリス
東深井小 八木南小 東小 八木南小 新川小 小山小 江戸川台小 八木北小

MZ（ミズ）ピー ありのままの∞ チーム江戸小 北小ファイターズ マルゲリータ ロビンソン７ THE アタッカー７ ぷんぷん丸
向小金小 江戸川台小 江戸川台小 流山北小 八木南小 鰭ヶ崎小 南流山小 鰭ヶ崎小

ドリームキッズ ピーナッツ 弱くても勝てます！！キッヅ 森のくまさん MAGICAL　SIX ゴーゴーゴリラ ポップコーンMAXリターンズ 八木北アリス
浦安市 八木南小 鰭ヶ崎小 八木南小 流山小 小山小 西深井小 八木北小

ゴリラーズ ありのままの∞ アズマ・スーパー８ 北小ファイターズ Let　It　Go　V ロビンソン７ BEAGLES ぷんぷん丸
東深井小 江戸川台小 東小 流山北小 新川小 鰭ヶ崎小 江戸川台小 鰭ヶ崎小

MZ（ミズ）ピー ピーナッツ チーム江戸小 森のくまさん マルゲリータ ゴーゴーゴリラ THE アタッカー７ 八木北アリス
向小金小 八木南小 江戸川台小 八木南小 八木南小 小山小 南流山小 八木北小

ドリームキッズ ゴリラーズ 弱くても勝てます！！キッヅ アズマ・スーパー８ MAGICAL　SIX Let　It　Go　V ポップコーンMAXリターンズ BEAGLES
浦安市 東深井小 鰭ヶ崎小 東小 流山小 新川小 西深井小 江戸川台小

fire soul 西初石小ヘルスバレークラブ ３代目北小ラッキー７ TKGトンコツラーメン 東七武海 青春ジャンプ イースト５ 北小HAPPY６
長崎小 西初石小 流山北小 向小金小 東小 八木北小 東小 流山北小

テンションあげあげ６ チームチェケラ ２代目深小Jr ｴｲﾄﾌｧｲﾀｰｽﾞ ｳﾞｨﾄｰﾘｱ ユベントス ☆JOY☆ Z☆ＹＡＺＵＮＩ 新川スポーツ
南流山小 小山小 東深井小 長崎小 向小金小 小山小 香取市 新川小

西初石小ヘルスバレークラブ パワフル６ TKGトンコツラーメン SUPER SIX 青春ジャンプ 流星∞ 北小HAPPY６ ２代目ベアーズ
西初石小 新川小 向小金小 流山小 八木北小 長崎小 流山北小 東深井小

fire soul チームチェケラ ３代目北小ラッキー７ ｴｲﾄﾌｧｲﾀｰｽﾞ ｳﾞｨﾄｰﾘｱ 東七武海 ☆JOY☆ イースト５ 新川スポーツ
長崎小 小山小 流山北小 長崎小 東小 小山小 東小 新川小

パワフル６ テンションあげあげ６ SUPER SIX ２代目深小Jr 流星∞ ユベントス ２代目ベアーズ Z☆ＹＡＺＵＮＩ
新川小 南流山小 流山小 東深井小 長崎小 向小金小 東深井小 香取市

西初石小ヘルスバレークラブ チームチェケラ TKGトンコツラーメン ｴｲﾄﾌｧｲﾀｰｽﾞ ｳﾞｨﾄｰﾘｱ 青春ジャンプ ☆JOY☆ 北小HAPPY６ 新川スポーツ
西初石小 小山小 向小金小 長崎小 八木北小 小山小 流山北小 新川小

fire soul テンションあげあげ６ ３代目北小ラッキー７ ２代目深小Jr 東七武海 ユベントス イースト５ Z☆ＹＡＺＵＮＩ
長崎小 南流山小 流山北小 東深井小 東小 向小金小 東小 香取市

パワフル６ チームチェケラ SUPER SIX ｴｲﾄﾌｧｲﾀｰｽﾞ ｳﾞｨﾄｰﾘｱ 流星∞ ☆JOY☆ ２代目ベアーズ 新川スポーツ
新川小 小山小 流山小 長崎小 長崎小 小山小 東深井小 新川小

西初石小ヘルスバレークラブ テンションあげあげ６ TKGトンコツラーメン ２代目深小Jr 青春ジャンプ ユベントス 北小HAPPY６ Z☆ＹＡＺＵＮＩ
西初石小 南流山小 向小金小 東深井小 八木北小 向小金小 流山北小 香取市

fire soul パワフル６ ３代目北小ラッキー７ SUPER SIX 東七武海 流星∞ イースト５ ２代目ベアーズ
長崎小 新川小 流山北小 流山小 東小 長崎小 東小 東深井小
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