
①１７：４０

②１９：１０

①１７：４０

②１９：１０

①１０：００

②１１：３０

③１３：００

④１４：３０

⑤１６：００

⑥１７：３０

⑦１９：００

サブアリーナ　Ｃコート

（２部）　Ｔ☆ｐａｃｋ　　－　　ｓｆｉｄａ

審判⇒（２部）　関労クラブ　・　ALL  ABOUT

メインアリーナ　Ａコート（奥　側）

（１部）　ＥＭＩＳＨＩ　－　ｻﾙｻﾍﾟｯﾊﾟｰｽﾞ

審判⇒（２部）　ＴＡＫＵＭＡ　・　ＭＩＹＡＫＯ

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　ＴＡＫＵＭＡ

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　ＭＩＹＡＫＯ

メインアリーナ　Ｂコート（入口側）

（１部）　K.S　SPARKS　－　テディーB

審判⇒（１部）　ＡＳＨ　・　ＳＨＯＲＯＵ

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（１部）　PHANTOM

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（１部）　２vs３の勝者

（１部）　ＧＯＲＩＬＬＡＳ　－　ＭＣＨ

審判⇒（１部）　Ｂ．Ｗ　・　玄人

（２部）　16vs17の勝者　－　ＳＴＥＬＬＡ

（１部）　Silverbacks　－　ＶＩＶＡＣＥ

審判⇒（１部）　テレタビーズ　・　毘沙門天

（１部）　　Ｂ．Ｗ　　－　　玄人

審判⇒（１部）　ＧＯＲＩＬＬＡＳ　・　ＭＣＨ

審判⇒（２部）　居酒屋わしや　・　ＭＡＧＩＣ

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　伸びよ尼っ子

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　ＮＥＸＵＳ

　※第２試合以降のオフィシャル⇒前試合の負けチーム。

審判⇒（２部）　Whirl wind　・　pooh the third 審判⇒（１部）　PHANTOM　・　２vs３の勝者 審判⇒（２部）　伸びよ尼っ子　・　ＮＥＸＵＳ

（２部）　関労クラブ　－　ALL  ABOUT （１部）　テレタビーズ　－　毘沙門天 　※試合終了後撤去

審判⇒（２部）　Ｔ☆ｐａｃｋ　・　ｓｆｉｄａ 審判⇒（１部）　Silverbacks　・　ＶＩＶＡＣＥ 　※撤去終了後練習会場

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

（女子）　マイヤーズ　－　ぶりぶり団

審判⇒（女子）　PLAY HOOP　・　ＯＨＡＮＡ

（女子）　PLAY HOOP　－　ＯＨＡＮＡ

審判⇒（女子）　マイヤーズ　・　ぶりぶり団

　１月２８日（日）　総合体育館　　コート主任⇒　樋口

  ※１７：００よりコート設営（第１試合の両チーム）

サ　ブ　ア　リ　ー　ナ　　　Ｃ　コ　ー　ト

　（男子２部）　　ＧＯＯＮＩＥＳ　　－　　摂津Ｇｌｅｅ　Ｓｔａｒｓ

　審判⇒　（男子１部）　ＲＵＤＹ　・　Ｆｌａｓｈ

　前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（男子１部）　ＲＵＤＹ

　後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（男子１部）　Ｆｌａｓｈ

　（男子１部）　　　ＲＵＤＹ　　　－　　　Ｆｌａｓｈ
　審判⇒　（男子２部）　ＧＯＯＮＩＥＳ　・　摂津Ｇｌｅｅ　Ｓｔａｒｓ

　ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　第１試合の負けチーム

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

　２月１７日（土）　総合体育館　　コート主任⇒　久保田　・　小寺

  ※１７：００よりコート設営（第１試合の両チーム）

サ　ブ　ア　リ　ー　ナ　　　Ｃ　コ　ー　ト

　（女子）　　ＦＲＥＥ　　　　－　　　　ぶりぶり団

　審判⇒　（女子）　ＶＯＤＫＡ　・　ＯＨＡＮＡ

　前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（女子）　ＶＯＤＫＡ

　後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（女子）　ＯＨＡＮＡ

　（女子）　　ＶＯＤＫＡ　　　　－　　　　ＯＨＡＮＡ
　審判⇒　（女子）　ＦＲＥＥ　・　ぶりぶり団

　ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　第１試合の負けチーム

  ※試合終了後モップがけ（翌日も使用）

（２部）　Whirl wind　－　pooh the third （１部）　PHANTOM　－　２vs３の勝者 （２部）　伸びよ尼っ子　－　ＮＥＸＵＳ

審判⇒（１部）　ＥＭＩＳＨＩ　・　ｻﾙｻﾍﾟｯﾊﾟｰｽﾞ 審判⇒（１部）　K.S　SPARKS　・　テディーB 審判⇒（２部）　16vs17の勝者　・　ＳＴＥＬＬＡ

（２部）　ＴＡＫＵＭＡ　－　ＭＩＹＡＫＯ （１部）　ＡＳＨ　　－　　ＳＨＯＲＯＵ （２部）　居酒屋わしや　－　ＭＡＧＩＣ

　２月１８日（日）　総合体育館　　コート主任⇒　十河　・　園田

  ※９：００よりメインアリーナのコート設営（第１試合・第２試合の全チーム）



①１７：４０

②１９：１０

①１０：００

②１１：３０

③１３：００

④１４：３０

⑤１６：００

⑥１７：３０

⑦１９：００

　※第２試合以降のオフィシャル⇒前試合の負けチーム。

　２月２４日（土）　総合体育館　　コート主任⇒　久保田　・　樋口

  ※１７：００よりコート設営（第１試合の両チーム）

サ　ブ　ア　リ　ー　ナ　　　Ｃ　コ　ー　ト

　（男子２部）　Ｇｏｌｄｅｎ　Ｅｇｇｓ　　－　　２ｖｓ３の勝者

　審判⇒　（男子２部）　ＨＯＰＥ　・　Ｈｉｇｈ　Ｔｏｕｃｈ

　前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（男子２部）　ＨＯＰＥ

　後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（男子２部）　Ｈｉｇｈ　Ｔｏｕｃｈ

　（男子２部）　　ＨＯＰＥ　　　－　　　Ｈｉｇｈ　Ｔｏｕｃｈ
　審判⇒　（男子２部）　Ｇｏｌｄｅｎ　Ｅｇｇｓ　・　２ｖｓ３の勝者

　ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　第１試合の負けチーム

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

　２月２５日（日）　総合体育館　　コート主任⇒　樋口　・　小寺　・　園田（ＰＭ）

  ※９：００よりメインアリーナのコート設営（第１試合・第２試合の全チーム）

メインアリーナ　Ａコート（奥　側） メインアリーナ　Ｂコート（入口側） サブアリーナ（練習会場）

男子１部交流戦　 男子１部交流戦　

審判⇒（２部）１～３の勝者　・　４ｖｓ５の勝者 審判⇒（１部交流戦）14vs15の敗者 ・ 16vs17の敗者

６vs７の敗者　－　８vs９の敗者 ２vs３の敗者　－　４vs５の敗者

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　６vs７の勝者 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部交流戦）10vs11の敗者 　１０：００～１１：３０　

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　８vs９の勝者 後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部交流戦）12vs13の敗者 　　　　第２試合の練習会場

男子２部 男子１部交流戦　 　１１：３０～１３：００

　１４：３０～１６：００

審判⇒（２部）１４ｖｓ１５の勝者 ・ １６～１８の勝者 審判⇒（１部）１～３の勝者 ・ ４ｖｓ５の勝者

男子２部 男子１部 　１６：００～１７：３０

審判⇒（１部交流戦）６vs７の敗者 ・ ８vs９の敗者 審判⇒（１部交流戦）２vs３の敗者 ・ ４vs５の敗者 　　　　

男子２部 男子１部交流戦　 　１３：００～１４：３０

審判⇒（２部）６vs７の勝者　・　８vs９の勝者 審判⇒（１部交流戦）10vs11の敗者 ・ 12vs13の敗者

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

審判⇒（２部）１０ｖｓ１１の勝者 ・ １２ｖｓ１３の勝者 審判⇒（１部）６ｖｓ７の勝者 ・ ８ｖｓ９の勝者

男子１部 　１７：３０～１９：００

審判⇒（女子）　マイヤーズ　・　ＦＲＥＥ 審判⇒（１部）１４vs１５の勝者 ・ １６vs１７の勝者

（女子）　マイヤーズ　－　ＦＲＥＥ
１４vs１５の勝者　－　１６vs１７の勝者

　　　　第３試合の練習会場

　　　　第４試合の練習会場

　　　　第５試合の練習会場

６vs７の勝者　－　８vs９の勝者 10vs11の敗者　－　12vs13の敗者

１～３の勝者　－　４ｖｓ５の勝者 14vs15の敗者　－　16vs17の敗者

１０ｖｓ１１の勝者　－　１２ｖｓ１３の勝者 ６ｖｓ７の勝者　－　８ｖｓ９の勝者

１４ｖｓ１５の勝者　－　１６～１８の勝者 １～３の勝者　－　４ｖｓ５の勝者

１０vs１１の勝者　－　１２vs１３の勝者
（女子）　PLAY HOOP　－　ＶＯＤＫＡ

男子２部 男子１部

　　　　第６試合の練習会場

　　　　第７試合の練習会場

男子１部

審判⇒（女子） PLAY HOOP ・ ＶＯＤＫＡ 審判⇒（１部）１０vs１１の勝者 ・ １２vs１３の勝者



①１７：４０

②１９：１０

①１７：４０

②１９：１０

①１０：００

②１１：３０

③１３：００

④１４：３０

⑤１６：００

⑥１７：３０

⑦１９：００

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

　２０：３０　　表彰式（男子１部・女子の１位・２位）

（男子２部決勝戦）　１～９の勝者　－　１０～１８の勝者 　審判⇒　男子２部３位決定戦の両チーム

審判⇒（２部）１～５の勝者 ・ ６～９の勝者

ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　第１試合の負けチーム ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　第１試合の負けチーム

  ※試合終了後メインアリーナの撤去及びモップがけ

　３月１８日（日）　総合体育館　　コート主任⇒　園田　・　久保田

サ　ブ　ア　リ　ー　ナ　　　Ｃ　コ　ー　ト

（男子２部３位決定戦）　１～９　　－　　１０～１８

　審判⇒　男子１部３位決定戦の両チーム

　※第２試合以降のオフィシャル⇒前試合の負けチーム。

（男子１部３位決定戦）　１～９　　－　　１０～１７ 　審判⇒　男子２部決勝戦の両チーム

（女子５位決定戦）Ａブロック３位　－　Ｂブロック３位 　審判⇒　女子３位決定戦の両チーム

（女子３位決定戦）Ａブロック２位　－　Ｂブロック２位 　審判⇒　女子５位決定戦の両チーム

（女子決勝戦）Ａブロック１位　－　Ｂブロック１位 　審判⇒　協　会　・　協　会

（男子１部決勝戦）　１～９の勝者　－　１０～１７の勝者 　審判⇒　協　会　・　協　会

　前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（男子２部決勝戦）　１～９の勝者

　後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（男子２部決勝戦）　１０～１８の勝者

男子１部準決勝 男子２部準決勝

審判⇒（１部）１～５の勝者 ・ ６～９の勝者

審判⇒（１部）１０～１３の勝者 ・ １４～１７の勝者 審判⇒（２部）１０～１３の勝者 ・ １４～１８の勝者 　１７：４０～１９：１０

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） １０～１３の勝者 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） １０～１３の勝者 　　　　第２試合の練習会場

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） １４～１７の勝者 後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） １４～１８の勝者

　３月１０日（土）　総合体育館　　コート主任⇒　久保田　・　樋口

  ※１７：００よりメインアリーナのコート設営（当日試合の全チーム）

ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　第１試合の負けチーム ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　第１試合の負けチーム

審判⇒（２部交流戦）２ｖｓ３の敗者 ・ ４ｖｓ５の敗者 審判⇒（２部交流戦）10ｖｓ11の敗者 ・ 12ｖｓ13の敗者

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部交流戦） ６ｖｓ７の敗者 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部交流戦） 14ｖｓ15の敗者 　　　　第２試合の練習会場

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部交流戦） ８ｖｓ９の敗者 後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部交流戦） 16ｖｓ17の敗者

２部交流戦 ２部交流戦

メインアリーナ　Ａコート（奥　側） メインアリーナ　Ｂコート（入口側） サブアリーナ（練習会場）

２部交流戦 ２部交流戦

２ｖｓ３の敗者　－　４ｖｓ５の敗者 10ｖｓ11の敗者　－　12ｖｓ13の敗者

６ｖｓ７の敗者　－　８ｖｓ９の敗者 14ｖｓ15の敗者　－　16ｖｓ17の敗者

メインアリーナ　Ａコート（奥　側） メインアリーナ　Ｂコート（入口側） サブアリーナ（練習会場）

１～５の勝者　－　６～９の勝者 １～５の勝者　－　６～９の勝者

１０～１３の勝者　－　１４～１７の勝者 １０～１３の勝者　－　１４～１８の勝者

  ※９：００よりコート設営（第１試合の両チーム）

男子１部準決勝 男子２部準決勝

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

　３月１７日（土）　総合体育館　　コート主任⇒　園田　・　久保田

  ※１７：００よりメインアリーナのコート設営（当日試合の全チーム）

審判⇒（２部交流戦）６ｖｓ７の敗者 ・ ８ｖｓ９の敗者 審判⇒（２部交流戦）14ｖｓ15の敗者 ・ 16ｖｓ17の敗者 　１７：４０～１９：１０


