
５月　１９日（土）　サブアリーナ 会場責任者 福島　大輔

Aコート コート主任 三上　裕司 Bコート コート主任 宮澤　和人

右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ コミッショナー 右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ コミッショナー

8:45 1. ｆ 浦　賀 - 北下浦 名　向 津久井 津久井 逗　子 8:45 1. ｍ 剣　崎 - 木古庭 ペガサス 城　北 城　北 大　楠

9:45 2. ｍ 浦　郷 - 長　井 逗　子 浦　賀 北下浦 北下浦 9:45 2. ｆ 山　手 - ペガサス 大　楠 木古庭 剣　崎 剣　崎

10:45 3. ｆ 逗　子 - 津久井 長　井 北下浦 浦　賀 浦　賀 10:45 3. ｆ 城　北 - 馬　堀 田　戸 山　手 木古庭 山　手

11:45 4. ｍ 逗　子 - 北下浦 浦　郷 鶴久保 浦　郷 鶴久保 11:45 4. ｍ 名　向 - 山　手 馬　堀 根　岸 ペガサス 城　北

12:45 5. ｍ 鶴久保 - ＲＵＳＨ 長　井 葉　山 逗　子 浦　郷 12:45 5. ｍ ネッツ - 田　戸 大　楠 剣　崎 山　手 ペガサス

13:45 6. ｆ 浦　郷 - 葉　山 北下浦 名　向 ＲＵＳＨ ＲＵＳＨ 13:45 6. ｆ 根　岸 - 大　楠 田　戸 ネッツ 馬　堀 木古庭

14:45 7. ｆ 鶴久保 - 名　向 浦　郷 ＲＵＳＨ 葉　山 葉　山 14:45 7. ｆ アルファ - 田　戸 剣　崎 根　岸 根　岸 長　井

＊会場準備は８：００より行います。

＊第１試合のチーム（浦賀、北下浦、剣崎、木古庭）は、準備の手伝いをお願いします。 第１試合、第２試合のチーム理事の方、準備をお願いします。

＊最終試合のチーム（鶴久保、名向、ネッツ、田戸）は、片付けの手伝いをお願いします。 最終試合、最終１つ前の試合のチームの理事の方、片づけをお願いします。

＊試合開始時間にご注意ください。

＊３Ｆの第２ミーティングルームもチーム待機場所として使用可能です。（利用時間　８：００～１３：００）　整理整頓でお願いします。

＊３Ｆの第３ミーティングルームもチーム待機場所として使用可能です。（利用時間　８：００～１７：００）　整理整頓でお願いします。

５月　２０日（日）　鴨居小会場
会場責任者 寿原　均 コート主任 黒滝　明日香

右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ コミッショナー

9:00 1. ｆ 木古庭 - 葉　山 フリーズ 桜ﾎﾜｲﾄ 高　坂 高　坂 ＊駐車場は他団体共用の為、1チーム３台（男女：６台）以内でお願いします。

10:00 2. ｆ フリーズ - ﾜﾝｵﾝﾜﾝ 高　坂 葉　山 木古庭 木古庭

11:00 3. ｆ 高　坂 - 桜ﾎﾜｲﾄ ﾜﾝｵﾝﾜﾝ 木古庭 フリーズ フリーズ

12:00 4. ｆ 長　井 - 剣　崎 高　坂 フリーズ 桜ﾎﾜｲﾄ 桜ﾎﾜｲﾄ

13:00 5. ｍ 高　坂 - フリーズ 長　井 ﾜﾝｵﾝﾜﾝ 剣　崎 剣　崎

６月　１０日（日）　サブアリーナ 会場責任者 福島　大輔

Aコート コート主任 白川　義行 Bコート コート主任 高橋　宜久

右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ コミッショナー 右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ コミッショナー

8:45 1. ｍ 葉　山 - 武　山 北下浦 鶴久保 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 北下浦 8:45 1. ｆ 田　戸 - 逗　子 剣　崎 根　岸 ﾌｧｲﾀｰｽﾞ ﾌｧｲﾀｰｽﾞ

9:45 2. ｍ 鶴久保 - 北下浦 武　山 浦　賀 葉　山 葉　山 9:45 2. ｆ 根　岸 - 城　北 田　戸 馬　堀 剣　崎 剣　崎

10:45 3. ｍ ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ - 浦　賀 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 葉　山 鶴久保 鶴久保 10:45 3. ｍ ﾌｧｲﾀｰｽﾞ - 馬　堀 桜ﾎﾜｲﾄ 城　北 逗　子 根　岸

11:45 4. ｆ 武　山 - 葉　山 大　楠 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 浦　賀 浦　賀 11:45 4. ｍ 田　戸 - 剣　崎 名　向 ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 馬　堀 馬　堀

12:45 5. ｍ 城　北 - ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 武　山 北下浦 武　山 武　山 12:45 5. ｍ ＲＵＳＨ - 逗　子 田　戸 馬　堀 根　岸 田　戸

13:45 6. ｆ ﾜﾝｵﾝﾜﾝ - 北下浦 大　楠 城　北 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 13:45 6. ｆ 名　向 - 桜ﾎﾜｲﾄ 剣　崎 逗　子 田　戸 逗　子

14:45 7. ｆ 大　楠 - 馬　堀 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 北下浦 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ

＊会場準備は８：００より行います。

＊第１試合のチーム（武山、葉山、田戸、逗子）は、準備の手伝いをお願いします。 第１試合、第２試合のチーム理事の方、準備をお願いします。

＊最終試合のチーム（大楠、馬堀、名向、桜ﾎﾜｲﾄ）は、片付けの手伝いをお願いします。 最終試合、最終１つ前の試合のチームの理事の方、片づけをお願いします。

＊試合開始時間にご注意ください。

＊３Ｆの第２、３ミーティングルームもチーム待機場所として使用可能です。（利用時間　８：００～１７：００）　整理整頓でお願いします。

６月　１６日（土）　剣崎小会場
会場責任者 佐藤　その子 コート主任 三上　裕司

右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ コミッショナー

9:00 1. ｆ 剣　崎 - 山　手 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 名　向 津久井 津久井 ＊開門は８：００からになりますので、近隣での待機はご遠慮ください。

10:00 2. ｍ ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ - 名　向 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 浦　賀 剣　崎 剣　崎 ＊駐車場は特に制限はありませんが、整列駐車をお願いします。

11:00 3. ｆ 津久井 - アルファ 浦　郷 山　手 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ ＊芝生には、車の乗り入れ禁止です。

12:00 4. ｆ 浦　賀 - フリーズ ネッツ 津久井 名　向 名　向

13:00 5. ｍ 浦　郷 - 葉　山 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 山　手 フリーズ 浦　賀

14:00 6. ｍ ネッツ - 剣　崎 フリーズ 葉　山 葉　山 浦　郷

15:00 7. ｍ フリーズ - ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 浦　郷 ネッツ ネッツ ネッツ



６月　１７日（日）　サブアリーナ 会場責任者 遠藤　芳幸

Aコート コート主任 宮澤　和人 Bコート コート主任 高橋　宜久

右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ コミッショナー 右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ コミッショナー

8:45 1. ｍ 木古庭 - ネッツ 浦　郷 桜 城　北 城　北 8:45 1. ｍ 長　井 - 葉　山 ペガサス 浦　賀 剣　崎 剣　崎

9:45 2. ｆ 桜ﾎﾜｲﾄ - 鶴久保 城　北 フリーズ 木古庭 木古庭 9:45 2. ｍ 浦　賀 - 馬　堀 津久井 葉　山 山　手 山　手

10:45 3. ｍ フリーズ - 城　北 木古庭 ネッツ 鶴久保 鶴久保 10:45 3. ｆ ペガサス - 剣　崎 長　井 馬　堀 浦　賀 浦　賀

11:45 4. ｆ 浦　郷 - 木古庭 北下浦 逗　子 フリーズ 北下浦 11:45 4. ｆ 津久井 - 田　戸 剣　崎 山　手 ペガサス ペガサス

12:45 5. ｍ 北下浦 - ＲＵＳＨ 浦　郷 鶴久保 浦　郷 浦　郷 12:45 5. ｆ 山　手 - 長　井 田　戸 ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 田　戸 田　戸

13:45 6. ｆ 逗　子 - アルファ 木古庭 フリーズ 桜 桜 13:45 6. ｆ 馬　堀 - 根　岸 ペガサス 長　井 長　井 長　井

14:45 7. ｆ 北下浦 - フリーズ ネッツ 桜 逗　子 逗　子 14:45 7. ｍ 山　手 - ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 馬　堀 根　岸 根　岸 馬　堀

＊会場準備は８：００より行います。

＊第１試合のチーム（ネッツ、木古庭、長井、葉山）は、準備の手伝いをお願いします。 第１試合、第２試合のチーム理事の方、準備をお願いします。

＊最終試合のチーム（北下浦、フリーズ、ファイターズ、山手）は、片付けの手伝いをお願いします。最終試合、最終１つ前の試合のチームの理事の方、片づけをお願いします。

＊試合開始時間にご注意ください。

＊３Ｆの第２、３ミーティングルームもチーム待機場所として使用可能です。（利用時間　８：００～１７：００）　整理整頓でお願いします。

６月　２３日（土）　武山小会場
会場責任者 柳平　健志 コート主任 三上　裕司

右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ コミッショナー

9:30 1. ｍ 馬　堀 - 山　手 城　北 武　山 高　坂 名　向 ＊駐車場は他団体共用の為、1チーム３台（男女：６台）以内でお願いします。

10:30 2. ｆ 武　山 - 木古庭 浦　郷 山　手 馬　堀 浦　郷 ＊試合開始時間にご注意ください。

11:30 3. ｍ 高　坂 - 城　北 武　山 馬　堀 武　山 木古庭

12:30 4. ｆ 高　坂 - 名　向 浦　郷 木古庭 城　北 山　手

13:30 5. ｍ 武　山 - 浦　郷 高　坂 名　向 名　向 城　北

６月　２４日（日）　鶴久保小会場 ６月　２４日（日）　上山口小会場

会場責任者 金井　雅美 コート主任 黒滝　明日香 会場責任者 宮澤　和人 コート主任 白濵　幸治

右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ コミッショナー 右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ コミッショナー

9:00 1. ｍ 逗　子 - 鶴久保 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 武　山 高　坂 長　井 9:00 1. ｍ 田　戸 - 木古庭 大　楠 名　向 ﾌｧｲﾀｰｽﾞ ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ

10:00 2. ｆ ペガサス - 長　井 逗　子 浦　郷 武　山 逗　子 10:00 2. ｍ 浦　賀 - 名　向 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 田　戸 木古庭

11:00 3. ｍ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ - 高　坂 武　山 長　井 逗　子 浦　郷 11:00 3. ｆ 城　北 - 大　楠 田　戸 木古庭 名　向 田　戸

12:00 4. ｍ 武　山 - 長　井 高　坂 鶴久保 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 高　坂 12:00 4. ｍ ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ - ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 城　北 浦　賀 大　楠 大　楠

13:00 5. ｆ 鶴久保 - 高　坂 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 浦　郷 長　井 武　山 13:00 5. ｆ ﾜﾝｵﾝﾜﾝ - 浦　賀 木古庭 ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 木古庭 ﾌｧｲﾀｰｽﾞ

14:00 6. ｆ 武　山 - 浦　郷 長　井 高　坂 鶴久保 鶴久保

＊駐車場は他団体共用の為、1チーム３台（男女：６台）以内でお願いします。 ＊駐車場は他団体共用の為、1チーム４台（男女：８台）以内でお願いします。

＊問い合わせ、変更点がありましたら下記アドレスまでご連絡ください。

ｙ－info@yokosukamini.net

＊コート主任の方は試合が終了しましたら、その会場の試合結果をＭＬでお知らせください。

＊試合当日の競技に関する緊急連絡は　白濵へご連絡下さい。


