
審判⇒（２部） Ａｓｈ ・ 関労クラブ 審判⇒（２部） コヨーテ ・ ＳＴＥＬＬＡ 審判⇒（２部） Ｌｕｃｉｌｌｅ ・ ＶＩＶＡＣＥ

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） Ａｓｈ 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） コヨーテ 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） Ｌｕｃｉｌｌｅ

ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　前試合の負けチーム

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

男子２部

Ｈｉｇｈ　Ｔｏｕｃｈ　－　テレタビーズ ＳＦＩＤＡ　　－　　Ｂｕｔｌｅｒ ＭＩＹＡＫＯ　　－　　ＨＯＰＥ

審判⇒（１部） Ｂ．Ｗ ・ ＭＣＨ 審判⇒（女子）Ｓａｆａｒｉ　・ PLAY　HOOP 審判⇒（１部） 伸びよ尼っ子 ・ ＥＭＩＳＨＩ

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） Ｂ．Ｗ 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （女子） Ｓａｆａｒｉ 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） 伸びよ尼っ子

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

①１７：００
男子１部 男子１部

審判⇒（１部） ＳＦＩＤＡ ・ Ｂｕｔｌｅ 審判⇒（２部） ＭＩＹＡＫＯ ・ ＨＯＰＥ

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⇒（１部） High　Touch ・ テレタビーズ

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） ＭＣＨ 後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （女子） PLAY　HOOP 後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） ＥＭＩＳＨＩ

②１８：２０
男子１部 女子Bブロック 男子１部

Ｂ．Ｗ　　　－　　　ＭＣＨ 　Ｓａｆａｒｉ　　－　　PLAY　HOOP 伸びよ尼っ子　－　ＥＭＩＳＨＩ

　６月８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（当日試合の全チーム）

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　Ｃコート

男子２部 男子２部 男子２部

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） 関労クラブ 後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） ＳＴＥＬＬＡ 後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（２部） ＶＩＶＡＣＥ

　６月２３日（日）　総合体育館　　コート主任⇒十河　・　久保田

※１６：００よりコート設営（当日試合の全チーム）

玄人　　－　　Ｆｌａｓｈ ＴＥＩＫＹＳ　　－　　ｉＶｒｏｇｎｅ ＴＡＫＵＭＡ　 － 　ALL　ABOUT
①１７：５０

Ａｓｈ　　－　　関労クラブ コヨーテ　　－　　ＳＴＥＬＬＡ Ｌｕｃｉｌｌｅ　　－　　ＶＩＶＡＣＥ
②１９：１０

男子２部 男子２部 男子２部

審判⇒（２部） 玄人 ・ Ｆｌａｓｈ 審判⇒（２部） ＴＥＩＫＹＳ ・ ｉＶｒｏｇｎｅ 審判⇒（２部） ＴＡＫＵＭＡ ・ ALL　ABOUT

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 ｵﾌｨｼｬﾙ⇒　前試合の負けチーム

  ※試合終了後撤去及びモップがけ



⑤１５：１０

※９：００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⇒　前試合の負けチーム 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

  ※試合終了後サブアリーナのみ撤去及びモップがけ（メインアリーナは翌日も使用）

②１９：１０
男子１部 男子１部 女子Ａブロック

女子Bブロック 男子１部

ＰＡＮＤＡ　－　PLAY　HOOP 18vs19の勝者　－　K.S　SPARKS

審判⇒（１部） ６ｖｓ７の勝者 ・ ８～10の勝者 審判⇒（１部） 11～13の勝者 ・ 14ｖｓ15の勝者 審判⇒ （女子） ＶＯＤＫＡ ・ ＷＡＮＴＥＤ

９ｖｓ10の勝者　－　ＭＡＧＩＣ ８ｖｓ９の勝者　－　SILVERBACKS ２ｖｓ３の敗者　－　４ｖｓ５の敗者

審判⇒ （２部） 21vs22の勝者 ・ ＨＡＮチーム 審判⇒（１部） テディーＢ ・ 信和建設シニア 審判⇒ （２部） 19ｖｓ20の敗者 ・ 21ｖｓ22の敗者

審判⇒ （２部） ９ｖｓ10の勝者 ・ ＭＡＧＩＣ 審判⇒（１部） ピンボン ・ 毘沙門天 審判⇒ （２部） ２ｖｓ３の敗者 ・ ４ｖｓ５の敗者

男子２部 男子１部 男子２部交流戦

審判⇒ （女子） Ｂ．Ｒｅｘ ・ ＷＡＮＴＥＤ 審判⇒（１部） ＰＨＡＮＴＯＭ ・ ２ｖｓ３の勝者

審判⇒ （女子） Ｖｅｇｉｒｌ ・ ＶＯＤＫＡ 審判⇒（１部） 18vs19の勝者 ・ K.S　SPARKS 審判⇒（１部） Golden Eggs ・ ＮＥＸＵＳ

審判⇒ （女子） ＰＡＮＤＡ ・ PLAY　HOOP

Ｖｅｇｉｒｌ　　－　　Ｂ．Ｒｅｘ

①１７：５０
男子１部 男子１部 女子Ａブロック

６ｖｓ７の勝者　－　８～10の勝者 11～13の勝者　－　14ｖｓ15の勝者 ＶＯＤＫＡ　－　ＷＡＮＴＥＤ

審判⇒（１部） １～３の勝者 ・ ４ｖｓ５の勝者 審判⇒（１部） 16ｖｓ17の勝者 ・ 18～20の勝者 審判⇒ （女子） Ｖｅｇｉｒｌ ・ Ｂ．Ｒｅｘ

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） １～３の勝者 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） 16ｖｓ17の勝者 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （女子） Ｖｅｇｉｒｌ

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） ４ｖｓ５の勝者 後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒（１部） 18～20の勝者 後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （女子） Ｂ．Ｒｅｘ

ＰＨＡＮＴＯＭ　－　２ｖｓ３の勝者 Whirl wind　　－　　Ｔ☆ｐａｃｋ

審判⇒ （２部） ＳＨＯＲＯＵ ・ ７ｖｓ８の勝者 審判⇒（１部） ＧＯＲＩＬＬＡＳ ・ 12vs13の勝者 審判⇒ （２部） 15vs16の勝者 ・ 摂津Glee stars

④１３：５０
男子２部 男子１部 男子２部

ＳＨＯＲＯＵ　－　７ｖｓ８の勝者 　テディーＢ　－　信和建設シニア 15vs16の勝者　－　摂津Glee stars

⑥１６：３０
女子Ａブロック 男子１部 男子１部

Ｖｅｇｉｒｌ　　－　　ＶＯＤＫＡ ＧＯＲＩＬＬＡＳ　－　12vs13の勝者 Golden Eggs　－　ＮＥＸＵＳ

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

　７月２０日（土）　総合体育館　　コート主任⇒園田　・　樋口

※１７：００よりコート設営（当日試合の全チーム）

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　Ｃコート

⑧１９：１０

⑦１７：５０

１～３の勝者　－　４ｖｓ５の勝者 16ｖｓ17の勝者　－　18～20の勝者

審判⇒（１部） ８ｖｓ９の勝者 ・ SILVERBACKS 審判⇒（１部） Whirl wind ・ Ｔ☆ｐａｃｋ

女子Ａブロック 男子１部 男子１部

Ｂ．Ｒｅｘ　－　ＷＡＮＴＥＤ

①　９：５０
男子２部 男子２部 男子２部交流戦

③１２：３０
男子２部 男子１部 男子２部交流戦

居酒屋わしや　－　２ｖｓ３の勝者 ピンボン　　－　　毘沙門天 13ｖｓ14の敗者　－　15ｖｓ16の敗者

ｻﾙｻﾍﾟｯﾊﾟｰｽﾞ　－　13vs14の勝者 　　ＵＮＩＴＹ　　－　　Reservoir　Dogs ７ｖｓ８の敗者　－　９ｖｓ10の敗者

審判⇒ （２部） 居酒屋わしや ・ ２ｖｓ３の勝者 審判⇒ （２部） Ｈ＆Ｍエステート ・ 19vs20の勝者 審判⇒ （２部） 13ｖｓ14の敗者 ・ 15ｖｓ16の敗者

審判⇒ （２部） ｻﾙｻﾍﾟｯﾊﾟｰｽﾞ ・ 13vs14の勝者 審判⇒ （２部） ＵＮＩＴＹ ・ Reservoir　Dogs 審判⇒ （２部） ７ｖｓ８の敗者 ・ ９ｖｓ10の敗者

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （２部） 21ｖｓ22の敗者

  ※第２試合以降のオフィシャル⇒前試合の負けチーム。

②１１：１０
男子２部 男子２部 男子２部交流戦

21vs22の勝者　－　ＨＡＮチーム Ｈ＆Ｍエステート　－　19vs20の勝者 19ｖｓ20の敗者　－　21ｖｓ22の敗者

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （２部） ＨＡＮチーム 後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （２部） 19vs20の勝者

　７月１５日（月・祝）　総合体育館　　コート主任⇒十河　・　久保田　・　園田

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

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （２部） 21vs22の勝者 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （２部） Ｈ＆Ｍエステート 前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （２部） 19ｖｓ20の敗者



⑤１４：５０
男子１部準決勝

１１～１５の勝者　－　１６～２０の勝者

審判⇒ （１部） １～５の勝者　・　６～１０の勝者

※９：００よりコート設営（第１試合の両チーム）

　７月２１日（日）　総合体育館　　コート主任⇒小寺（午前）　・　園田

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）

　２０：３０　表彰式（男子１部・女子の優勝・準優勝）

男子１部３位決定戦
　審判⇒　協　会　・　協　会

１～１０準決勝敗者　－　１１～２０準決勝敗者

男子１部決勝戦

サ　ブ　ア　リ　ー　ナ　　　Ｃ　コ　ー　ト

女子決勝戦

Ａブロック１位　　－　　Ｂブロック１位

⑥１６：１０

　審判⇒　協　会　・　協　会
１～１０の勝者　－　１１～２０の勝者

③１２：１０
女子５位決定戦

　審判⇒ 女子３位決定戦の両チーム
Ａブロック３位　　－　　Ｂブロック３位

④１３：３０
女子３位決定戦

　審判⇒ 女子５位決定戦の両チーム
Ａブロック２位　　－　　Ｂブロック２位

⑤１４：５０
男子２部決勝戦

　審判⇒　男子１部３位決定戦の両チーム
１～１１の勝者　　－　　１２～２３の勝者

①　９：３０

　８月１２日（月・祝）　総合体育館　　コート主任⇒小寺　・　久保田　・　園田

男子２部準決勝 　審判⇒ （２部） １２～１７の勝者 ・ １８～２３の勝者

１～５の勝者　　－　　６～１１の勝者
　前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （２部） １２～１７の勝者

　後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （２部） １８～２３の勝者

①　９：３０
女子Bブロック

Ｓａｆａｒｉ　　　－　　　ＰＡＮＤＡ

審判⇒ （女子） Ｖｅｇｉｒｌ ・ ＷＡＮＴＥＤ

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （女子） ＶＯＤＫＡ

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （女子） Ｂ．Ｒｅｘ

男子２部

１８～２０の勝者　－　２１～２３の勝者

審判⇒ （２部）　６～８の勝者 ・ ９～１１の勝者

前半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （２部）　６～８の勝者

後半ｵﾌｨｼｬﾙ⇒ （２部）　９～１１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。

④１３：３０
男子１部準決勝 男子２部

１～５の勝者　　－　　６～１０の勝者 １２～１４の勝者　－　１５～１７の勝者

審判⇒ （１部） １１～１５の勝者 ・ １６～２０の勝者 審判⇒ （２部）　１～３の勝者 ・ ４ｖｓ５の勝者

  ※撤去及びモップがけ

  ※試合終了後撤去及びモップがけ

女子Ａブロック

ＶＯＤＫＡ　　　－　　　Ｂ．Ｒｅｘ

審判⇒ （女子） Ｓａｆａｒｉ　・ ＰＡＮＤＡ

男子２部

６～８の勝者　　－　　９～１１の勝者

審判⇒ （２部）　１８～２０の勝者 ・ ２１～２３の勝者

③１２：１０
女子Ａブロック 男子２部

Ｖｅｇｉｒｌ　　　－　　　ＷＡＮＴＥＤ １～３の勝者　　－　　４ｖｓ５の勝者

審判⇒ （女子） ＶＯＤＫＡ ・ Ｂ．Ｒｅｘ 審判⇒ （２部）　１２～１４の勝者 ・ １５～１７の勝者

②１０：５０

  ※第２試合以降のオフィシャル⇒前試合の負けチーム。

②１０：５０
男子２部準決勝

　審判⇒ （２部） １～５の勝者　・　６～１１の勝者
１２～１７の勝者　　－　　１８～２３の勝者

⑦１７：４０ 　審判⇒　協　会　・　協　会

⑧１９：１０


