
優勝チーム 準優勝チーム 優勝チーム 準優勝チーム

平成16年度 2004年 第1回 福島県 MASTREPIECE 山形選抜 福　　島 A q u a

平成17年度 2005年 第2回 岩手県 MASTREPIECE 福　　　島 尚絅学院大学クラブ A O Ⅵ

平成18年度 2006年 第3回 秋田県 MASTREPIECE 秋田クラブ A O Ⅵ A q u a

平成19年度 2007年 第4回 山形県 秋田クラブ MASTREPIECE A O Ⅵ 酒田クラブ

平成20年度 2008年 第5回 宮城県 MASTREPIECE 福　　　島 尚絅学院大学クラブ 酒田クラブ

平成21年度 2009年 第6回 青森県 V　C　秋田 MASTREPIECE 尚絅学院大学クラブ Z E R O

平成22年度 2010年 第7回 福島県 福　　島 岡崎建設Owls Z E R O 酒田クラブ

平成23年度 2011年 第8回 岩手県 山南クラブ V　C　秋田 尚絅学院大学クラブ Z E R O

平成24年度 2012年 第9回 秋田県 V　C　秋田 MASTREPIECE 尚絅学院大学クラブ Z E R O

平成25年度 2013年 第10回 山形県 岡崎建設Owls 福　　　島 尚絅学院大学クラブ Z E R O

平成26年度 2014年 第11回 宮城県 MASTREPIECE 城南連合會 福　　島 A O Ⅵ

平成27年度 2015年 第12回 青森県 T O S H O V　C　秋田 酒田クラブ 秋田こまちレオニーノ

平成28年度 2016年 第13回 福島県 福　　島 東芝メディア機器クラブ こまちレオニーノ秋田 青森BLOOM

平成29年度 2017年 第14回 岩手県 OSHU LEGENDS 東芝メディア機器クラブ 尚絅学院大学クラブ Z E R O

平成30年度 2018年 第15回 秋田県 V　C　秋田 福　　　島 NEO AKITA Z E R O

平成31年度 2019年 第16回 山形県 チーム一庵 福　　　島 リガーレ仙台 NEO AKITA

令和2年度 2020年 第17回

令和3年度 2021年 第18回

令和4年度 2022年 第19回 宮城県 ブランデュー弘前 仙台大クラブ O G A L NEO AKITA

優勝チーム 準優勝チーム 優勝チーム 準優勝チーム

平成16年度 2004年 第1回 福島県 鷹巣クラブ 山　　　形 北上ホップス 飛　　　鳥

平成17年度 2005年 第2回 岩手県 鷹巣クラブ 黒　修　会 福島夢集団 北上ホップス

平成18年度 2006年 第3回 秋田県 鷹巣クラブ 山　　　形 NOKクラブ 北上ホップス

平成19年度 2007年 第4回 山形県 山　　　形 鷹巣クラブ NOKクラブ 北上ホップス

平成20年度 2008年 第5回 宮城県 山　　　形 黒　修　会 山形クラブ NOKクラブ

平成21年度 2009年 第6回 青森県 北　　　上 ワタナベスポーツクラブ TDKクラブ 山形クラブ

平成22年度 2010年 第7回 福島県 ワタナベスポーツクラブ 山　　　形 山形クラブ NOKクラブ

平成23年度 2011年 第8回 岩手県 北　　　上 黒　修　会 山形クラブ 北上ホップス

平成24年度 2012年 第9回 秋田県 東芝メディア機器クラブ 奥州クラブ NOKクラブ 山形クラブ

平成25年度 2013年 第10回 山形県 ささにしきクラブ 鷹巣クラブ 山形クラブ NOKクラブ

平成26年度 2014年 第11回 宮城県 黒　修　会 ささにしきクラブ 山形クラブ ｔｅａｍみやぎ

平成27年度 2015年 第12回 青森県 磯部球友会 ささにしきクラブ ＮＯＫ福島 山形クラブ

平成28年度 2016年 第13回 福島県 ワタナベスポーツクラブ 北　　　上 山形クラブ ｔｅａｍみやぎ

平成29年度 2017年 第14回 岩手県 ワタナベスポーツクラブ 黒　修　会 ＮＯＫ福島 ｔｅａｍみやぎ

平成30年度 2018年 第15回 秋田県 黒　修　会 巖きたかみ ｔｅａｍみやぎ 山形クラブ

平成31年度 2019年 第16回 山形県 黒　修　会 ささにしきクラブ 山形クラブ teamみやぎ

令和2年度 2020年 第17回

令和3年度 2021年 第18回

令和4年度 2022年 第19回 宮城県 OSHU LEGENDS ささにしきクラブ 千代クラブ いわいクラブ

優勝チーム 準優勝チーム

平成22年度 2010年 福島県 V　a　b　o 巌きたかみ

平成28年度 2016年 福島県 藤沢クラブ 古川クラブ

平成29年度 2017年 岩手県 秋田・鷹巣倶楽部 藤沢クラブ

平成30年度 2018年 秋田県 古川クラブ 秋田・鷹巣倶楽部

平成31年度 2019年 山形県 山形マスターズ 48ｅｒｓ

令和2年度 2020年

令和3年度 2021年

令和4年度 2022年 宮城県 古川クラブ 盛岡サムタイム

東北クラブバレーボール選手権大会　〖栄 光 の 足 跡〗

エキシビションマッチ

マスターズ部門
開催年度 開催地 備考

新型コロナウイルス感染症拡大により開催中止

新型コロナウイルス感染症拡大により開催中止

第7回みちのくカップで実施

第3回東日本選手権大会で実施

第4回東日本選手権大会、
第14回みちのくカップと同時実施

エキシビションマッチ

エキシビションマッチ

新型コロナウイルス感染症拡大により開催中止

開催年度

開催年度
6人制男子 6人制女子

回　数 開催地
9人制男子 9人制女子

回　数 開催地


