
チーム成績
優勝 三菱東京UFJ銀行 （東京都） ５勝０敗
準優勝 富士通グループ長野 （長野県） ４勝１敗
第３位 新日鐵君津 （千葉県） ３勝２敗
第４位 トヨタ車体 （愛知県） ２勝３敗
第５位 東京海上日動 （東京都） １勝４敗
第６位 アイシン精機 （愛知県） ０勝５敗

個人賞
最優秀選手賞 篠田　 光（しのだひかる）
敢闘選手賞 等々力広人（とどりきひろひと）
Vリーグ機構賞 篠田　 光（しのだひかる）
スパイク賞 中島　悠太（なかじまゆうた） 背番号２４番　三菱東京UFJ銀行
猛打賞 田村　輝一（たむらてるかず） 背番号　１番　三菱東京UFJ銀行
ブロック賞 五戸　孝次（ごのへこうじ）
サーブ賞 殿岡　大輔（とのおかだいすけ）
サーブレシーブ賞 和田健太郎（わだけんたろう）

チーム成績
優勝 クボタ 大阪府 ６勝０敗
準優勝 ＯＳＵ－Ｌｅｏｎｅｓ 大阪府 ５勝１敗
第３位 東洋アルミ Four Seasons 大阪府 ４勝２敗
第４位 パナソニック電工 大阪府 ３勝３敗
第５位 ＮＢＫ dreamers 大阪府 ２勝４敗
第６位 Ｔeam みやざき 宮崎県 １勝５敗
第７位 大阪ガス 大阪府 ０勝６敗

個人賞
最優秀選手賞 奥野　裕樹（おくのゆうき）
敢闘選手賞 梅木　隆太（うめきりゅうた）
Vリーグ機構賞 奥野　裕樹（おくのゆうき）
スパイク賞 津崎　智之（つざきともゆき） 背番号　１番　クボタ
猛打賞 野々村 誠 （ののむらまこと）
ブロック賞 森本　榮剛（もりもとえいご）
サーブ賞 ジョエル・ブロックソム
サーブレシーブ賞 ジョエル・ブロックソム

チーム成績
優勝 ＪＡぎふ 岐阜県 ５勝０敗
準優勝 三菱東京UFJ銀行 東京都 ４勝１敗
第３位 京都雅 京都府 ３勝２敗
第４位 残波ＷＩＮＧＳ 沖縄県 ２勝３敗
第５位 ベスビアス長岡 新潟県 １勝４敗
第６位 トヨタ自動車 愛知県 ０勝５敗

個人賞
最優秀選手賞 山田江美香（やまだえみか）
敢闘選手賞 阪井　由佳（さかいゆか）
Vリーグ機構賞 山田江美香（やまだえみか）
スパイク賞 湯川　理奈（ゆかわりな）
猛打賞 川村　奈々（かわむらなな）
ブロック賞 阪井　由佳（さかいゆか）
サーブ賞 阪井　由佳（さかいゆか）
サーブレシーブ賞 中村早紀子（なかむらさきこ）

背番号　１番　新日鐵君津
背番号１０番　富士通グループ長野

　　開催日　平成23年2月5・6日、2月26・27日

　　開催日　　平成23年2月5・6日、2月26・27日

背番号１１番　クボタ
背番号　４番　ＯＳＵ－Ｌｅｏｎｅｓ
背番号１１番　クボタ

背番号　６番　パナソニック電工

　　開催日　平成23年2月5・6日、2月19・20日

背番号　７番　三菱東京UFJ銀行
背番号　５番　ＪＡぎふ

女子決勝リーグ

男子東部決勝リーグ

男子西部決勝リーグ

背番号１６番　三菱東京UFJ銀行
背番号　６番　富士通グループ長野　
背番号１６番　三菱東京UFJ銀行

背番号　５番　新日鐵君津

第1回「全国6人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会」

決勝リーグ成績

平成23年2月28日
第１回「全国６人制リーグ」実行委員会

背番号　３番　ＪＡぎふ

背番号　２番　ＮＢＫｄｒｅａｍｅｒｓ

背番号　４番　ＪＡぎふ
背番号　７番　三菱東京UFJ銀行
背番号　７番　三菱東京UFJ銀行
背番号１１番　ＪＡぎふ

背番号１９番　ＮＢＫｄｒｅａｍｅｒｓ
背番号１９番　ＮＢＫｄｒｅａｍｅｒｓ

背番号　５番　ＪＡぎふ



優   勝 三菱東京UFJ銀行 （東京都） ５勝０敗

準優勝 富士通グループ長野 （長野県） ４勝１敗

第 ３ 位 新日鐵君津 （千葉県） ３勝２敗

第 ４ 位 トヨタ車体 （愛知県） ２勝３敗

第 ５ 位 東京海上日動 （東京都） １勝４敗

第 ６ 位 アイシン精機 （愛知県） ０勝５敗

優   勝 クボタ (大阪府） ６勝０敗

準優勝 ＯＳＵ－Ｌｅｏｎｅｓ (大阪府） ５勝１敗

第 ３ 位 東洋アルミ Four Seasons (大阪府） ４勝２敗

第 ４ 位 パナソニック電工 (大阪府） ３勝３敗

第 ５ 位 ＮＢＫ ｄｒｅａｍｅｒｓ (大阪府） ２勝４敗

第 ６ 位 Ｔｅａｍ みやざき (宮崎県） １勝５敗

第 ７ 位 大阪ガス (大阪府） ０勝６敗

優   勝 ＪＡぎふ （岐阜県） ５勝０敗

準優勝 三菱東京UFJ銀行 （東京都） ４勝１敗

第 ３ 位 京都雅 （京都府） ３勝２敗

第 ４ 位 残波ＷＩＮＧＳ （沖縄県） ２勝３敗

第 ５ 位 ベスビアス長岡 （新潟県） １勝４敗

第 ６ 位 トヨタ自動車 （愛知県） ０勝５敗

開始時刻

10:00

11:30

13:30

15:00

三菱東京UFJ銀行 対 ＯＳＵ－Ｌｅｏｎｅｓ

チーム成績

チーム成績

チーム成績

女子決勝リーグ 　　開催日　　平成23年2月5・6日、2月26・27日

男子西部決勝リーグ 　　開催日　平成23年2月5・6日、2月26・27日

第３試合 ３位決定戦　　　第１試合敗チーム 対 第２試合敗チーム

グランドチャンピオンマッチ　組合せ

対　　戦　　チ　ー　　ム

クボタ 対 富士通グループ長野

開催日　平成２３年３月１９日（土）
会　 場　三菱東京UFJ銀行池尻クラブ

第１試合

第２試合

試合順

＊グランドチャンピオンマッチは、東日本大震災発生（３月１１日）のため中止となった。
試合結果

第４試合 優勝決定戦　　　第１試合勝チーム 対 第２試合勝チーム

平成23年2月28日
第１回「全国６人制リーグ」実行委員会

男子東部決勝リーグ 　　開催日　平成23年2月5・6日、2月19・20日

第1回「全国6人制バレーボールリーグ総合男女優勝大会」

決勝リーグ成績




