
①１３：００

②１４：３０

③１６：００

④１７：３０

⑤１９：００

①１７：４５

②１９：１５

①１８：５０
　　（２部）　　サルサペッパーズ　　－　　関労クラブ

　９月２１日（土）　総合体育館　　コート主任⇒　久保田

  ※１７：００よりコート設営（第１試合・第２試合の全チーム）

ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　第１試合の負けチーム

メインアリーナ　Ｂコート（入口側）

（１部）　　Ｇｏｌｄｅｎ　Ｅｇｇｓ　　　－　　　Ｔ☆ｐａｃｋ

審判⇒（１部）　Ｋ．Ｓ　ＳＰＡＲＫＳ　・　２ｖｓ３の勝者

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部）　Ｋ．Ｓ　ＳＰＡＲＫＳ

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部）　２ｖｓ３の勝者

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（女子）　Ｂ．Ｒｅｘ

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（女子）　ＶＯＤＫＡ

（女子）　Ｖｅｇｉｒｌ　　－　　ＷＡＮＴＥＤ

審判⇒（女子）　Ｂ．Ｒｅｘ　・　ＶＯＤＫＡ

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

（２部）　ＧＯＯＮＩＥＳ　－　ＳＨＯＲＯＵ

審判⇒（２部）　Ｈ＆Ｍｴｽﾃｰﾄ　・　玄人

（２部）　ＶＩＶＡＣＥ　－　ＳＴＥＬＬＡ

審判⇒（２部）　ＭＩＹＡＫＯ　・　ALL　ABOUT

（２部）　　ＨＡＮ　　－　　Ｆｌａｓｈ

審判⇒（２部）　ＴＥＩＫＹＳ　・　摂津Glee stars

（１部）　テレタビーズ　－　ＧＯＲＩＬＬＡＳ

審判⇒（１部）　ｓｆｉｄａ　・　ＮＥＸＵＳ

（１部）　High　Touch　－　テディーB

審判⇒（１部） pooh the third　・  Ｂ．Ｗ

　９月８日（日）　総合体育館　　コート主任⇒　久保田　・　樋口　・　小寺

　９月８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）

　ＭＡＧＩＣ（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。

　ｓｆｉｄａ ・ ＥＭＩＳＨＩ ・ Ｌｕｃｉｌｌｅ ・ 居酒屋わしや ・ Ｓａｆａｒｉ （各５名）とＭＡＧＩＣ（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　Ｃコート

（２部）　ＭＩＹＡＫＯ　－　ALL　ABOUT

審判⇒（２部）　居酒屋わしや　・　ＭＡＧＩＣ

メインアリーナ　Ａコート（奥　側）

（２部）　居酒屋わしや　－　ＭＡＧＩＣ

審判⇒（２部）　ＶＩＶＡＣＥ　・　ＳＴＥＬＬＡ

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部）　ＭＩＹＡＫＯ

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部）　ALL　ABOUT

メインアリーナ　Ｂコート（入口側）

（１部）　毘沙門天　－　ＥＭＩＳＨＩ

審判⇒（１部）　テレタビーズ　・　ＧＯＲＩＬＬＡＳ

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部）　ｓｆｉｄａ

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部）　ＮＥＸＵＳ

（女子）　ＰＡＮＤＡ　　－　　Ｓａｆａｒｉ

（１部）　　ｓｆｉｄａ　　－　　ＮＥＸＵＳ

審判⇒（１部）　毘沙門天　・　ＥＭＩＳＨＩ

（女子）　Ｂ．Ｒｅｘ　　－　　ＶＯＤＫＡ

審判⇒（女子）　ＰＡＮＤＡ　・　Ｓａｆａｒｉ

審判⇒（女子）　Ｖｅｇｉｒｌ　・　ＷＡＮＴＥＤ

（１部）　　Ｋ．Ｓ　ＳＰＡＲＫＳ　　　－　　　２ｖｓ３の勝者

審判⇒（１部）　Ｇｏｌｄｅｎ　Ｅｇｇｓ　・　Ｔ☆ｐａｃｋ

ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　第１試合の負けチーム

（１部）　　８ｖｓ９の勝者　　－　　Ｗｈｉｒｌ　ｗｉｎｄ

メインアリーナ　Ａコート（奥　側）

審判⇒（１部）　Reservoir　Dogs　・　伸びよ尼っ子

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部）　Reservoir　Dogs

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部）　伸びよ尼っ子

（１部）　　Reservoir　Dogs　　－　　伸びよ尼っ子

審判⇒（１部）　８ｖｓ９の勝者　・　Ｗｈｉｒｌ　ｗｉｎｄ

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

　９月２８日（土）　総合体育館　　コート主任⇒　久保田　・　樋口

  ※１７：３０よりコート設営（サルサペッパーズ・関労クラブ）

サ　ブ　ア　リ　ー　ナ　　　Ｃ　コ　ー　ト

　審判⇒　協　会　・　協　会

　ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　協　会

  ※試合終了後モップがけ（翌日も使用する。）

　※第２試合以降のオフィシャル⇒前試合の負けチーム。

（２部）　ＴＥＩＫＹＳ　－　摂津Glee stars （１部） pooh the third　-  Ｂ．Ｗ （２部）　Ｈ＆Ｍｴｽﾃｰﾄ　－　玄人

審判⇒（２部）　ＨＡＮ　・　Ｆｌａｓｈ 審判⇒（１部）　High　Touch　・　テディーB 審判⇒（２部）　ＧＯＯＮＩＥＳ　・　ＳＨＯＲＯＵ



①１０：１０

②１１：４０

③１３：１０

④１４：４０

⑤１６：１０

⑥１７：４０

⑦１９：１０

①１７：４０

②１９：１０

審判⇒（女子）　Ｖｅｇｉｒｌ　・　PLAY　HOOP

（女子）　Ｖｅｇｉｒｌ　－　PLAY　HOOP

　１０月５日（土）　総合体育館　　コート主任⇒　久保田　・　園田

  ※１７；００までミニバスで使用のため、コート設営は不要。

サ　ブ　ア　リ　ー　ナ　　　Ｃ　コ　ー　ト

男子１部敗者戦 　審判⇒（１部）　１６ｖｓ１７の敗者　・　１８ｖｓ１９の敗者

　９月２９日（日）　総合体育館　　コート主任⇒　久保田　・　小寺（ＰＭ）

（１部）　ピンボン　－　12ｖｓ13の勝者

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部）18ｖｓ19の勝者

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部）ＰＨＡＮＴＯＭ

　※サブアリーナ第２試合以降のオフィシャル⇒前試合の負けチーム。

（１部）18ｖｓ19の勝者　－　ＰＨＡＮＴＯＭ

審判⇒（１部）　Silverbacks　・　Ａｓｈ

２ｖｓ３の敗者　　　－　　　４ｖｓ５の敗者
　前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部）　１６ｖｓ１７の敗者

　後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部）　１８ｖｓ１９の敗者

男子１部敗者戦 　審判⇒（１部）　２ｖｓ３の敗者　・　４ｖｓ５の敗者

１６ｖｓ１７の敗者　　－　　１８ｖｓ１９の敗者 　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（翌日も使用する。）

審判⇒（女子）　Ｓａｆａｒｉ　・　ＶＯＤＫＡ

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　Ｃコート

（１部）　Silverbacks　　－　　Ａｓｈ

審判⇒（１部）　ピンボン ・ 12ｖｓ13の勝者

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） 16ｖｓ17の敗者

審判⇒（２部）２ｖｓ３の敗者 ・ ４ｖｓ５の敗者 審判⇒（２部）６ｖｓ７の敗者 ・ ８ｖｓ９の敗者

審判⇒（１部）18ｖｓ19の勝者 ・ ＰＨＡＮＴＯＭ

（女子）　ＰＡＮＤＡ　－　Ｂ．Ｒｅｘ

（女子）　Ｓａｆａｒｉ　－　ＶＯＤＫＡ

審判⇒（女子）　ＰＡＮＤＡ　・　Ｂ．Ｒｅｘ

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

（２部交流戦）２ｖｓ３の敗者－４ｖｓ５の敗者 （２部交流戦）６ｖｓ７の敗者－８ｖｓ９の敗者

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） 10ｖｓ11の敗者 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） 14ｖｓ15の敗者

（２部交流戦）10ｖｓ11の敗者－12ｖｓ13の敗者 （２部交流戦）14ｖｓ15の敗者－16ｖｓ17の敗者

ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ 前試合の負けチーム ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ 前試合の負けチーム

　※１７：００よりメインアリーナで試合を行う全チームでコート設営

審判⇒（２部）10ｖｓ11の敗者 ・ 12ｖｓ13の敗者

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） 12ｖｓ13の敗者

審判⇒（２部）14ｖｓ15の敗者 ・ 16ｖｓ17の敗者



①１０：１０

②１１：４０

③１３：１０

④１４：４０

⑤１６：１０

⑥１７：４０

⑦１９：１０

①１７：４０

②１９：１０

（女子）　Ｓａｆａｒｉ　－　Ｂ．Ｒｅｘ

（女子）　ＷＡＮＴＥＤ　－　PLAY　HOOP

審判⇒（２部） １～５の勝者  ・ ６～９の勝者 審判⇒（１部） １～５の勝者 ・ ６～10の勝者 審判⇒（１部） ６ｖｓ７の敗者 ・ ８ｖｓ９の敗者

 １～５の勝者 － ６～９の勝者 １～５の勝者 － ６～10の勝者 ６ｖｓ７の敗者　－　８ｖｓ９の敗者

12ｖｓ13の敗者　－　14ｖｓ15の敗者 11～15の勝者 － 16～20の勝者10～13の勝者 － 14～17の勝者

メインアリーナ　Ａコート（奥　側）

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） 14ｖｓ15の敗者

　１０月１２日（土）　総合体育館　　コート主任⇒　久保田　・　園田

  ※１７：００よりコート設営（第１試合・第２試合の全チーム）

審判⇒（２部） 10ｖｓ11の勝者 ・ 12ｖｓ13の勝者

　※１７：００よりメインアリーナで試合を行う全チームでコート設営
（女子）　ＰＡＮＤＡ　－　ＶＯＤＫＡ

審判⇒（女子）　ＷＡＮＴＥＤ　・　PLAY　HOOP

（１部） １～３の勝者 － ４ｖｓ５の勝者 （１部） 11～13の勝者 － 14ｖｓ15の勝者

審判⇒（２部） １～３の勝者 ・ ４ｖｓ５の勝者

（２部）　10ｖｓ11の勝者　－　12ｖｓ13の勝者

審判⇒（２部） 14ｖｓ15の勝者 ・ 16ｖｓ17の勝者

　１０月６日（日）　総合体育館　　コート主任⇒　久保田　・　園田（ＰＭ）

メインアリーナ　Ｂコート（入口側） サブアリーナ　Ｃコート

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　Ｃコート

男子２部準決勝 男子１部準決勝 男子１部敗者戦

（２部）　１～３の勝者　－　４ｖｓ５の勝者

審判⇒（２部） ６ｖｓ７の勝者 ・ ８ｖｓ９の勝者

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） ６ｖｓ７の勝者

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） ８ｖｓ９の勝者

　※サブアリーナ第２試合以降のオフィシャル⇒前試合の負けチーム。

審判⇒（１部） １～３の勝者 ・ ４ｖｓ５の勝者 審判⇒（１部） 11～13の勝者 ・ 14ｖｓ15の勝者

審判⇒（２部） 10～13の勝者  ・ 14～17の勝者 審判⇒（１部） 11～15の勝者 ・ 16～20の勝者 審判⇒（１部） 12ｖｓ13の敗者 ・ 14ｖｓ15の敗者

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） １～５の勝者 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） 11～15の勝者 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） 12ｖｓ13の敗者

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） ６～９の勝者 後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） 16～20の勝者

男子２部準決勝 男子１部準決勝 男子１部敗者戦

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 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部）　14ｖｓ15の勝者　－　16ｖｓ17の勝者

（２部）　６ｖｓ７の勝者　－　８ｖｓ９の勝者

ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ 前試合の負けチーム ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ 前試合の負けチーム 審判⇒（女子）　Ｓａｆａｒｉ　・　Ｂ．Ｒｅｘ

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

審判⇒（１部） ６ｖｓ７の勝者 ・ ８～10の勝者 審判⇒（１部） 16ｖｓ17の勝者 ・ 18～20の勝者

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） ６ｖｓ７の勝者 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） 16ｖｓ17の勝者
審判⇒（女子）　ＰＡＮＤＡ　・　ＶＯＤＫＡ

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） ８～10の勝者 後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） 18～20の勝者

（１部） ６ｖｓ７の勝者 － ８～10の勝者 （１部） 16ｖｓ17の勝者 － 18～20の勝者



①　９：４０

②１１：１０

③１２：４０

④１４：１０

⑤１５：４０

⑥１７：１０

⑦１８：４０

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

　２０：１０　　表彰式（男子１部・女子の１位・２位）

　※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５位決定戦

女子３位決定戦

男子１部３位決定戦

男子２部３位決定戦

１～９準決勝敗者　　－　　１０～１７準決勝敗者

１～９の勝者　　－　　１０～１７の勝者

Ａブロック１位　　－　　Ｂブロック１位

１～１０準決勝敗者　　－　　１１～２０準決勝敗者

Ａブロック２位　　－　　Ｂブロック２位

Ａブロック３位　　－　　Ｂブロック３位

女子決勝戦

　審判⇒　女子３位決定戦の両チーム

　審判⇒　女子５位決定戦の両チーム

　審判⇒　協会　・　協会

　審判⇒　協会　・　協会

男子１部決勝戦
　審判⇒　協会　・　協会

１～１０の勝者　　－　　１１～２０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

　１１月４日（月・祝）　総合体育館　　コート主任⇒　久保田　・　園田

  ※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

　前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　１～９の勝者

　後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　（２部）　１０～１７の勝者


