
チーム成績
優勝 富士通グループ長野 （長野県） ６勝　１敗
準優勝 アザレア （埼玉県） ６勝　１敗
第３位 三菱東京ＵＦＪ銀行 （東京都） ５勝　２敗
第４位 Ｖ．Ｃ．ＮＡＧＡＮＯ （長野県） ５勝　２敗
第５位 新日鐵君津 （千葉県） ３勝　４敗
第６位 アイシン精機 （愛知県） ２勝　５敗
第７位 東京海上日動 （東京都） １勝　６敗
第８位 トヨタ車体 （愛知県） ０勝　７敗

個人賞
最優秀選手賞 稲葉　孝之（いなば　たかゆき）
敢闘選手賞 南　 　佳孝（みなみ　よしたか）
Vリーグ機構賞 稲葉　孝之（いなば　たかゆき）
スパイク賞 中島　悠太（なかじま　ゆうた）
猛打賞 峯村　幸太（みねむら　こうた）
ブロック賞 野口　将秀（のぐち　まさひで）
サーブ賞 倉坂　正人（くらさか　まさと）
サーブレシーブ賞 野中　信也（のなか　しんや）

チーム成績
優勝 東洋アルミ Four Seasons （大阪府） ６勝　１敗
準優勝 ＮＢＫ ｄｒｅａｍｅｒｓ （大阪府） ６勝　１敗
第３位 パナソニック （大阪府） ５勝　２敗
第４位 クボタ （大阪府） ４勝　３敗
第５位 OSU-Leones （大阪府） ３勝　４敗
第６位 ＮＴＴ西日本大阪 （大阪府） ２勝　５敗
第７位 Ｔｅａｍ　みやざき （宮崎県） ２勝　５敗
第８位 大阪ガス （大阪府） ０勝　７敗

個人賞
最優秀選手賞 大八木　穣（おおやぎ　みのり）
敢闘選手賞 関川　智教（せきかわ　とものり）
Vリーグ機構賞 大八木　穣（おおやぎ　みのり）
スパイク賞 野田　裕一（のだ　ゆういち）
猛打賞 奥野　裕樹（おくの　ゆうき）
ブロック賞 丸一　達也（まるいち　たつや）
サーブ賞 関川　智教（せきかわ　とものり）
サーブレシーブ賞 上杉　　 徹（うえすぎ　とおる）

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 残波ＷＩＮＧＳ （沖縄県） ３勝　２敗
第４位 京都雅マイトリーズ （京都府） 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 坂本　育美（さかもと　いくみ）
敢闘選手賞 森田　絵美（もりた　えみ）
Vリーグ機構賞 坂本　育美（さかもと　いくみ）
スパイク賞 樋口　美紀（ひぐち　みのり）
猛打賞 森田　絵美（もりた　えみ）
ブロック賞 阪井　由佳（さかい　ゆか）
サーブ賞 坂本　育美（さかもと　いくみ）
サーブレシーブ賞 森岡　裕子（もりおか　ゆうこ） 背番号　９番　ＪＡぎふ　

背番号　６番　ＪＡぎふ　

優勝、準優勝
は、セット率

第３位，４位
は、セット率

優勝、準優勝
は、セット率

第６位，７位
は、セット率

背番号　４番　Ｔｅａｍ　みやざき
背番号１１番　クボタ
背番号１２番　パナソニック
背番号　７番　ＮＢＫ ｄｒｅａｍｅｒｓ

女子決勝リーグ 　　開催日　　平成24年2月4・5日、2月25・26日

背番号　８番　ＪＡぎふ　
背番号　１番　三菱東京ＵＦＪ銀行　

　　開催日　平成24年2月4・5日、2月18・19日、2月25・26日

　　開催日　平成24年2月11・12日、2月18・19日、2月25・26日

背番号　６番　ＪＡぎふ　

背番号　１番　三菱東京ＵＦＪ銀行　
背番号　６番　ＪＡぎふ　

背番号　７番　三菱東京ＵＦＪ銀行　

背番号　９番　ＮＢＫ ｄｒｅａｍｅｒｓ

背番号　２番　東洋アルミ Four Seasons

背番号１１番　富士通グループ長野

背番号　８番　アザレア

背番号１７番　アザレア
背番号１７番　三菱東京ＵＦＪ銀行

背番号２４番　三菱東京ＵＦＪ銀行
背番号　３番　Ｖ．Ｃ．ＮＡＧＡＮＯ
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第２回「全国６人制リーグ」実行委員会

背番号　２番　東洋アルミ Four Seasons
背番号　７番　ＮＢＫ ｄｒｅａｍｅｒｓ

第２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

男子東部決勝リーグ

男子西部決勝リーグ

背番号１１番　富士通グループ長野
背番号　１番　アザレア　



優 勝 富士通グループ長野 （長野県） ６勝　１敗

準 優 勝 アザレア （埼玉県） ６勝　１敗

第 ３ 位 三菱東京ＵＦＪ銀行 （東京都） ５勝　２敗

第 ４ 位 Ｖ．Ｃ．ＮＡＧＡＮＯ （長野県） ５勝　２敗

第 ５ 位 新日鐵君津 （千葉県） ３勝　４敗

第 ６ 位 アイシン精機 （愛知県） ２勝　５敗

第 ７ 位 東京海上日動 （東京都） １勝　６敗

第 ８ 位 トヨタ車体 （愛知県） ０勝　７敗

優 勝 東洋アルミ Four Seasons （大阪府） ６勝　１敗

準 優 勝 ＮＢＫ ｄｒｅａｍｅｒｓ （大阪府） ６勝　１敗

第 ３ 位 パナソニック （大阪府） ５勝　２敗

第 ４ 位 クボタ （大阪府） ４勝　３敗

第 ５ 位 OSU-Leones （大阪府） ３勝　４敗

第 ６ 位 ＮＴＴ西日本大阪 （大阪府） ２勝　５敗

第 ７ 位 Ｔｅａｍ　みやざき （宮崎県） ２勝　５敗

第 ８ 位 大阪ガス （大阪府） ０勝　７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 残波ＷＩＮＧＳ （沖縄県） ３勝　２敗

第 ４ 位 京都雅マイトリーズ （京都府） 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

優 勝 富士通グループ長野 （長野県）

準 優 勝 アザレア （埼玉県）

第 ３ 位 ＮＢＫ ｄｒｅａｍｅｒｓ （大阪府）

第 ４ 位 東洋アルミ Four Seasons （大阪府）

男子最優秀選手賞 小林　哲也（こばやし　てつや） 背番号　４番　富士通グループ長野

男子敢闘選手賞 南　 　佳孝（みなみ　よしたか） 背番号　１番　アザレア　

平成24年3月19日
第２回「全国６人制リーグ」実行委員会

グランドチャンピオンマッチ成績

チーム成績

チーム成績

女子決勝リーグ 　　開催日　　平成24年2月4・5日、2月25・26日

男子西部決勝リーグ 　　開催日　平成24年2月11・12日、2月18・19日、2月25・26日

男子東部決勝リーグ 　　開催日　平成24年2月4・5日、2月18・19日、2月25・26日

第２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

チーム成績

個人賞

優勝、準優勝
は、セット率

第３位，４位
は、セット率

優勝、準優勝
は、セット率

第６位，７位
は、セット率

チーム成績

　　開催日　平成２４年３月１７日（土）
グランドチャンピオンマッチ
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