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第30回 平成13年度 丸亀西クラブ 屋島体協 53 サークル三木B 綾歌体協B 7 川東クラブ 古高松A 2 4/15

第31回 平成14年度 とらまるﾚﾃﾞｨｰｽ 坂出東部 53 仏生山体協 引田クラブ 5 さぬき 下笠居オレンヂ 2 4/21

第32回 平成15年度 とらまるﾚﾃﾞｨｰｽ 綾南クラブ 54 一宮体協 下笠居オレンヂ 2 さぬき 丸亀クラブ 4 4/13

第33回 平成16年度 丸亀西クラブ 綾南クラブ 25 十河体協 黒こげクラブ 25 サークル三木 下笠居オレンヂ 3 綾坂クラブ さぬき 4 4/11

第34回 平成17年度 坂出東部 浅野クラブ 20 香南フレンズ 黒こげクラブ 20 綾南クラブ 仏生山体協 7 丸亀クラブ 古高松Ａ 5 4/9

第35回 平成18年度 坂出東部 浅野クラブ 12 丸亀西クラブ 川島クラブ 12 綾南クラブ 川島リバース 5 さぬき オリーブ 5 4/8

第36回 平成19年度 栗林 丸亀西クラブ 12 香南フレンズ 木太体協北 12 坂出東部 城辰体協 5 さぬきＡ 香東川クラブ 5 4/7

第37回 平成20年度 坂出東部 木太体協南 9 丸亀西クラブ 宇多津体協 9 綾南クラブ 城辰体協 3 丸亀南クラブ 玉藻クラブ 6 4/5

第38回 平成21年度 宇多津体協 浅野クラブ 10 木太体協南 浅野クラブ 11 太田南 木太体協北 4 ﾌﾟﾘﾝｾｽ綾南 城辰体協 8 4/11

第39回 平成22年度 丸亀西クラブ 坂出東部 9 十河体協 坂出東部 8 香東川クラブ 古高松A 2 さぬきA 丸亀南クラブ 6 4/3

第40回 平成23年度 宇多津体協 栗林 11 GUN 栗林 10 AZU’K 香東川クラブ 2 丸亀西クラブ 城辰体協 6 4/3

第41回 平成24年度 宇多津体協 GUN 10 十河体協 綾南クラブ 10 十河体協 AZU’K 5 ミラクル城辰 GREEN 6 4/7

第42回 平成25年度 十河体協 太田南 8 宇多津体協 綾南クラブ 8 綾南クラブ 太田南 4 チーム弾 丸亀南クラブ 5 4/6

第43回 平成26年度 十河体協 GUN 7 宇多津体協 綾南クラブ 7 太田南 城辰体協 4 チーム弾 香東川クラブ 3 4/5

第44回 平成27年度 十河体協 古高松南クラブ 10 宇多津体協 城辰 9 木太体協北 小豆島ｵﾘｰﾌﾞｸﾗﾌﾞ 8 綾南クラブ 香東川クラブ 3 4/4

第45回 平成28年度 十河体協 屋島体協 7 GUN 栗林 7 十河体協 城辰 7 ミラクル城辰 丸亀南クラブ 3 4/2

第46回 平成29年度 GUN 仏生山体協 6 宇多津体協 栗林 7 小豆島ｵﾘｰﾌﾞｸﾗﾌﾞ AZU’K 10 丸亀南クラブ チーム弾 5 4/1

第47回 平成30年度 宇多津体協 木太体協北 8 とらまるﾚﾃﾞｨｰｽ 栗林 8 木太体協北 綾南クラブ 10 太田南 GREEN 7 4/7

第48回 令和元年度 木太体協北 GUN 8 綾南クラブ 古高松南クラブ 7 木太体協北 仲南体協クラブ 14 小豆島ｵﾘｰﾌﾞｸﾗﾌﾞ 太田南 9 4/6

注：平成16年度第33回大会より、フリーの部を2ブロックに分ける。

香川県ママさんバレーボール年齢別優勝大会

回数 年度
フリーの部（第1ブロック） フリーの部（第2ブロック） シニア（40歳以上）の部

開催日
いそじ（50歳以上）の部


