
①１３：３０

②１５：００

③１６：３０

④１８：００

①　９：４０

②１１：１０

③１２：４０

④１４：１０

⑤１５：４０

⑥１７：１０

⑦１８：４０ 　 審判⇒（女子）　Ｖｅｇｉｒｌ　・　ＶＯＤＫＡ

　※第２試合以降のオフィシャル⇒前試合の負けチーム。

１３：３０～１５：００

　　　　　第２試合の練習会場

１６：３０～１８：００

　　　　　第４試合の練習会場

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

１５：００～１６：３０

（１部）　ＭＣＨ　　－　　Whirl  wind

審判⇒（１部）　ＥＭＩＳＨＩ　・　ＭＩＹＡＫＯ

（１部）　ＥＭＩＳＨＩ　－　ＭＩＹＡＫＯ

審判⇒（１部）　ＭＣＨ　・　Whirl  wind

（２部）　ｻﾙｻﾍﾟｯﾊﾟｰｽﾞ　－　Ｂｕｔｌｅｒ

審判⇒（１部）　Ｔ☆ｐａｃｋ　・　ＮＥＸＵＳ

（１部）　Ｔ☆ｐａｃｋ　－　ＮＥＸＵＳ

審判⇒（２部）　ｻﾙｻﾍﾟｯﾊﾟｰｽﾞ　・　Ｂｕｔｌｅｒ

　９月９日（日）　総合体育館　　コート主任⇒　久保田　・　十河

　９月９日（日）　総合開会式　総合体育館（※ユニホーム着用でサブアリーナに集合）

　ピンボン（旗手・プラカード）はユニホームを着用して８：４５に１階ロビー集合しリハーサルに参加する。

　ＴＡＫＵＭＡ ・ 玄人 ・ ＯＨＡＮＡ ・ 伸びよ尼っ子 ・ テディーＢ （各５名）とピンボン（他３名）は９：３０に集合する。

  ※１２：００よりコート設営（第１試合・第２試合の全チーム）

サブアリーナ（練習会場）

（１部）　ＶＩＶＡＣＥ　－　テディーＢ

審判⇒（１部）　ピンボン　・　伸びよ尼っ子

メインアリーナ　Ａコート（奥　側）

（１部）　ピンボン　－　伸びよ尼っ子

審判⇒（１部）　ＶＩＶＡＣＥ　・　テディーＢ

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（１部）　ＶＩＶＡＣＥ

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（１部）　テディーＢ

メインアリーナ　Ｂコート（入口側）

（２部）　関労クラブ　－　玄人

審判⇒（２部）　Golden  Eggs　・　ＴＡＫＵＭＡ

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　Golden  Egg

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　ＴＡＫＵＭＡ

（２部）　Golden  Eggs　－　ＴＡＫＵＭＡ

審判⇒（２部）　関労クラブ　・　玄人

　　　　　第３試合の練習会場

　９月１７日（月・祝）　総合体育館　　コート主任⇒　樋口　・　十河

  ※９：００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

（１部）　Ｓｉｌｖｅｒｂａｃｋｓ　　　－　　　Ｈｉｇｈ　Ｔｏｕｃｈ

　審判⇒（１部）　ＡＳＨ　・　毘沙門天

　前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（１部）　Ｂ．Ｗ

　後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（１部）　ＨＯＰＥ

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

　※第２試合以降のオフィシャル⇒前試合の負けチーム。

（１部）　　　　Ｂ．Ｗ　　　　－　　　　ＨＯＰＥ 　審判⇒（１部）　Ｓｉｌｖｅｒｂａｃｋｓ　・　Ｈｉｇｈ　Ｔｏｕｃｈ

（１部）　　　　ＡＳＨ　　　　－　　　　毘沙門天 　審判⇒（１部）　Ｂ．Ｗ　・　ＨＯＰＥ

（２部）　ｐｏｏｈ　ｔｈｅ　ｔｈｉｒｄ　　－　　居酒屋わしや 　審判⇒（２部）　ｓｆｉｄａ　・　摂津 Glee  stars

（２部）　　　ｓｆｉｄａ　　　　－　　　　摂津 Glee  stars 　審判⇒（２部）　ｐｏｏｈ　ｔｈｅ　ｔｈｉｒｄ　・　居酒屋わしや

（女子）　　Ｖｅｇｉｒｌ　　　　－　　　　ＶＯＤＫＡ 　 審判⇒（女子）　ＯＨＡＮＡ　・　ＰＬＡＹ　ＨＯＯＰ

（女子）　　ＯＨＡＮＡ　　　－　　　ＰＬＡＹ　ＨＯＯＰ



①　９：４０

②１１：１０

③１２：４０

④１４：１０

⑤１５：４０

⑥１７：１０

⑦１８：４０

①１０：３０

②１２：００

③１３：３０

④１５：００

⑤１６：３０

⑥１８：００

ＧＯＲＩＬＬＡＳ　－　２ｖｓ３の勝者１ｖｓ２の敗者　－　３ｖｓ４の敗者

５ｖｓ６の敗者　－　７ｖｓ８の敗者 　Ｆｌａｓｈ　　－　　７ｖｓ８の勝者

１０：３０～１２：００

13ｖｓ14の敗者　－　15ｖｓ16の敗者

９ｖｓ10の敗者　－　11ｖｓ12の敗者

19ｖｓ20の勝者　－　ＰＨＡＮＴＯＭ

17ｖｓ18の敗者　－　19ｖｓ20の敗者 　　　　　第５試合の練習会場

審判⇒（２部） ５ｖｓ６の敗者 ・ ７ｖｓ８の敗者 審判⇒（１部） 19ｖｓ20の勝者 ・ PHANTOM

審判⇒（２部） １ｖｓ２の敗者 ・ ３ｖｓ４の敗者 審判⇒（１部） GORILLAS ・ ２ｖｓ３の勝者

男子２部交流戦 男子１部

審判⇒（２部） ９ｖｓ10の敗者 ・ 11ｖｓ12の敗者 審判⇒（１部） Ｆｌａｓｈ ・ ７ｖｓ８の勝者

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部） ５ｖｓ６の敗者 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（１部）　Ｆｌａｓｈ

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部） ７ｖｓ８の敗者 後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（１部）　７ｖｓ８の勝者

　　　　　第２試合の練習会場

１２：００～１３：３０

　　　　　第３試合の練習会場

１３：３０～１５：００

　　　　　第４試合の練習会場

審判⇒（女子）　Ｖｅｇｉｒｌ　・　ＦＲＥＥ

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

男子２部交流戦 男子１部敗者戦

審判⇒（２部） 13ｖｓ14の敗者 ・ 15ｖｓ16の敗者 審判⇒（１部） 13ｖｓ14の敗者 ・ 15ｖｓ16の敗者

女子リーグ戦 男子１部敗者戦

審判⇒（女子） PLAY HOOP ・ VODKA 審判⇒（１部） 17ｖｓ18の敗者 ・ 19ｖｓ20の敗者

女子リーグ戦

１５：００～１６：３０

　　　　　第６試合の練習会場

13ｖｓ14の敗者　－　15ｖｓ16の敗者Ｖｅｇｉｒｌ　　　－　　　ＦＲＥＥ

ＰＬＡＹ　ＨＯＯＰ　－　ＶＯＤＫＡ

１６：３０～１８：００

　後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　Ｌｕｃｉｌｌｅ

　※第２試合以降のオフィシャル⇒前試合の負けチーム。

（２部）　　ＳＨＯＲＯＵ　　　　－　　　　Ｌｕｃｉｌｌｅ 　審判⇒（２部）　ＭＡＧＩＣ　・　ＲＵＤＹ

　９月２３日（日）　総合体育館　　コート主任⇒　樋口　・　十河

  ※９：００よりコート設営（第１試合の両チーム）

　９月２４日（月・祝）　総合体育館　　コート主任⇒　樋口（ＡＭ）　・　園田　・　久保田

  ※９：００よりコート設営（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２部交流戦 男子１部

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

（２部）　　ＡＬＬ　ＡＢＯＵＴ　　　－　　　ＳＴＥＬＬＡ 　審判⇒（２部）　ＳＨＯＲＯＵ　・　Ｌｕｃｉｌｌｅ

（１部）　Ｋ．Ｓ　ＳＰＡＲＫＳ　－　１３ｖｓ１４の勝者 　審判⇒（１部）　９ｖｓ10の勝者　・　テレタビーズ

（１部）　９ｖｓ１０の勝者　　－　　テレタビーズ 　審判⇒（１部）　K.S　SPARKS　・　13ｖｓ14の勝者

（女子）　　ＯＨＡＮＡ　　　－　　　ＶＯＤＫＡ 　 審判⇒（女子）　ＰＬＡＹ　ＨＯＯＰ　・　ＦＲＥＥ

（女子）　　ＰＬＡＹ　ＨＯＯＰ　　－　　ＦＲＥＥ 　 審判⇒（女子）　ＯＨＡＮＡ　・　ＶＯＤＫＡ

サ　ブ　ア　リ　ー　ナ　　　Ｃ　コ　ー　ト

（２部）　　　　ＭＡＧＩＣ　　　　　－　　　　　ＲＵＤＹ

　審判⇒（２部）　ＡＬＬ　ＡＢＯＵＴ　・　ＳＴＥＬＬＡ

　前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　ＳＨＯＲＯＵ

男子２部交流戦 男子１部

　※第２試合以降のオフィシャル⇒前試合の負けチーム。



①１０：３０

②１２：００

③１３：３０

④１５：００

⑤１６：３０

⑥１８：００

①１７：４０

②１９：１０

２ｖｓ３の敗者　－　４ｖｓ５の敗者

７ｖｓ８の敗者　－　９ｖｓ10の敗者

１ｖｓ２の勝者　－　３ｖｓ４の勝者

５ｖｓ６の勝者　－　７ｖｓ８の勝者

13ｖｓ14の勝者　－　15ｖｓ16の勝者

９ｖｓ10の勝者　－　11ｖｓ12の勝者

ＯＨＡＮＡ　　　－　　　ＦＲＥＥ

　Ｖｅｇｉｒｌ　　－　　PLAY　HOOP

１３：３０～１５：００

　　　　　第４試合の練習会場

１５：００～１６：３０

　　　　　第５試合の練習会場

17ｖｓ18の勝者　－　19～21の勝者

12～14の勝者　－　15ｖｓ16の勝者

１～３の勝者　－　４ｖｓ５の勝者

６～８の勝者　－　９～11の勝者

　１０月６日（土）　総合体育館　　コート主任⇒　園田　・　小寺

  ※ミニバス終了後コート使用

サ　ブ　ア　リ　ー　ナ　　　Ｃ　コ　ー　ト

　審判⇒（１部）　１２～１６の勝者　・　１７～２１の勝者

　前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（１部）　１２～１６の勝者

　後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（１部）　１７～２１の勝者

　審判⇒（１部）　１～５の勝者　・　６～１１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

男子１部準決勝

１～５の勝者　　　－　　　６～１１の勝者

男子１部準決勝

１２～１６の勝者　　　－　　　１７～２１の勝者

　９月３０日（日）　総合体育館　　コート主任⇒　久保田　・　十河　・　小寺（ＰＭ）

男子１部 男子２部

審判⇒（１部） 17ｖｓ18の勝者 ・ 19～21の勝者 審判⇒（２部） １ｖｓ２の勝者 ・ ３ｖｓ４の勝者

男子１部 男子２部

  ※９：００よりコート設営（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 男子２部

審判⇒（１部） 12～14の勝者 ・ 15ｖｓ16の勝者 審判⇒（２部） ５ｖｓ６の勝者 ・ ７ｖｓ８の勝者

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （１部） 12～14の勝者 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部） ５ｖｓ６の勝者

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （１部） 15ｖｓ16の勝者 後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部） ７ｖｓ８の勝者

　※第２試合以降のオフィシャル⇒前試合の負けチーム。

１０：３０～１２：００

　　　　　第２試合の練習会場

１２：００～１３：３０

男子１部敗者戦 女子リーグ戦

審判⇒（１部） ２ｖｓ３の敗者 ・ ４ｖｓ５の敗者 審判⇒（女子）　ＯＨＡＮＡ　・　ＦＲＥＥ

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

審判⇒（１部） ６～８の勝者 ・ ９～11の勝者 審判⇒（２部） ９ｖｓ10の勝者 ・ 11ｖｓ12の勝者

男子１部 男子２部

審判⇒（１部） 1～3の勝者 ・ 4ｖｓ5の勝者 審判⇒（２部） 13ｖｓ14の勝者 ・ 15ｖｓ16の勝者

男子１部敗者戦 女子リーグ戦

審判⇒（１部） ７ｖｓ８の敗者 ・ ９ｖｓ10の敗者 審判⇒（女子） Ｖｅｇｉｒｌ ・ PLAY HOOP

１６：３０～１８：００

　　　　　第６試合の練習会場

　　　　　第３試合の練習会場



①１７：４０

②１９：１０

①１０：３０

②１２：００

③１３：３０

④１５：００

⑤１６：３０

⑥１８：００

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

　１９：３０　　表彰式（男子１部・女子の１位・２位）

　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）

　※第２試合以降のオフィシャル⇒前試合の負けチーム。

男子２部決勝戦

女子リーグ戦

女子リーグ戦

　審判⇒（２部）　１～４の勝者　・　５～８の勝者

男子１部３位決定戦

男子２部準決勝

９～１２の勝者　　　－　　　１３～１６の勝者

男子２部３位決定戦

１～８準決勝敗者　　－　　９～１６準決勝敗者

１～８の勝者　　　－　　　９～１６の勝者

１～１１の勝者　　　－　　　１２～２１の勝者

１～１１準決勝敗者　－　１２～２１準決勝敗者

Ｖｅｇｉｒｌ　　　　－　　　　ＯＨＡＮＡ

ＦＲＥＥ　　　　－　　　　ＶＯＤＫＡ

男子１部決勝戦

　審判⇒　（女子）　Ｖｅｇｉｒｌ　・　ＯＨＡＮＡ

　審判⇒　（女子）　ＦＲＥＥ　・　ＶＯＤＫＡ

　審判⇒　協　会　・　協　会

　審判⇒　協　会　・　協　会

　１０月１３日（土）　総合体育館　　コート主任⇒　調整中

  ※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

　審判⇒（２部）　９～１２の勝者　・　１３～１６の勝者

　前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　９～１２の勝者

　後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　１３～１６の勝者

男子２部準決勝

１～４の勝者　　　－　　　５～８の勝者

　審判⇒　男子２部３位決定戦の両チーム

　審判⇒　男子２部決勝戦の両チーム

　１０月１４日（日）　総合体育館　　コート主任⇒　園田　・　小寺

  ※９：３０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

　前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　１～８の勝者

　後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　９～１６の勝者


