
７．組合せ

８月　１８日　（日）　北体育会館 会場責任者　 仁平　和昭

Ａコート コート主任 五十嵐　洋佑 Ｂコート コート主任 白濵　幸治

１回戦 右ベンチ 左ベンチ 審　　判 Ｔ．Ｏ ｺﾐｯｼｮﾅｰ １回戦 右ベンチ 左ベンチ 審　　判 Ｔ．Ｏ ｺﾐｯｼｮﾅｰ

9:00 1. ｆ 津久井 - 北下浦 大　楠 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 大　楠 木古庭 9:00 1. ｆ ペガサス - 根　岸 ﾜﾝｵﾝﾜﾝ 高　坂 城　北 山　手

10:00 2. ｆ ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ - 長　井 北下浦 津久井 津久井 北下浦 10:00 2. ｆ 高　坂 - ﾜﾝｵﾝﾜﾝ アルファ 葉　山 根　岸 根　岸

11:00 3. ｆ 山　手 - 大　楠 武　山 長　井 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 11:00 3. ｍ 城　北 - 高　坂 ペガサス 根　岸 ﾜﾝｵﾝﾜﾝ ﾜﾝｵﾝﾜﾝ

12:00 4. ｆ 逗　子 - 木古庭 山　手 鶴久保 山　手 剣　崎 12:00 4. ｆ アルファ - 城　北 高　坂 葉　山 高　坂 合　同

13:00 5. ｆ 剣　崎 - 武　山 大　楠 合　同 木古庭 長　井 13:00 5. ｆ 葉　山 - 浦　郷 城　北 逗　子 アルファ ペガサス

14:00 6. ｆ 鶴久保 - 合　同 木古庭 剣　崎 武　山 大　楠 14:00 6. ｍ B３勝ち - 逗　子 山　手 浦　郷 葉　山 浦　郷

＊会場準備は８：００より行います。

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。 第１試合のチーム（津久井、北下浦、ペガサス、根岸）は、準備の手伝いをお願いします。

＊片付けは、最終試合、最終１つ前の試合のチームの理事の方お願いします。 最終試合のチーム（鶴久保、合同、B３勝ち、逗子）は、片付けの手伝いをお願いします。

＊体育館の駐車場はイベント開催のため使用不可ですので、ご承知おきください。

８月　２４日　（土）　北体育会館 会場責任者　 福島　大輔

Ｃコート コート主任 白濵　幸治 Ｄコート コート主任 白川　義行

１回戦 右ベンチ 左ベンチ 審　　判 Ｔ．Ｏ ｺﾐｯｼｮﾅｰ １回戦 右ベンチ 左ベンチ 審　　判 Ｔ．Ｏ ｺﾐｯｼｮﾅｰ

9:00 1. ｍ フリーズ - 名　向 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 長　井 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 9:00 1. ｍ 武　山 - 津久井 木古庭 ＲＵＳＨ 木古庭 鶴久保

10:00 2. ｍ 剣　崎 - ﾌｧｲﾀｰｽﾞ フリーズ 名　向 名　向 長　井 10:00 2. ｍ 鶴久保 - 浦　賀 武　山 津久井 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ

11:00 3. ｍ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ - 長　井 ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 剣　崎 剣　崎 葉　山 11:00 3. ｍ 木古庭 - ＲＵＳＨ 鶴久保 浦　賀 Ｄ２負け 山　手

２回戦 ２回戦

12:00 4. ｍ 大　楠 - ネッツ Ｃ３勝ち 富士見 長　井 フリーズ 12:00 4. ｍ ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ - 野　比 Ｄ１勝ち Ｄ２勝ち 山　手 ＲＵＳＨ

13:00 5. ｍ 葉　山 - Ｃ１勝ち 田　戸 ネッツ ネッツ 大　楠 13:00 5. ｍ Ｄ１勝ち - 浦　郷 Ｄ３勝ち ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 野　比 木古庭

14:00 6. ｍ 富士見 - Ｃ２勝ち Ｃ１勝ち 葉　山 大　楠 ネッツ 14:00 6. ｍ Ｄ２勝ち - 北下浦 山　手 野　比 浦　郷 浦　郷

15:00 7. ｍ 田　戸 - Ｃ３勝ち 大　楠 Ｃ２勝ち 葉　山 富士見 15:00 7. ｍ Ｄ３勝ち - 山　手 北下浦 浦　郷 Ｄ２勝ち 北下浦

＊会場準備は８：００より行います。

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。 第１試合のチーム（フリーズ、名向、武山、津久井）は、準備の手伝いをお願いします。

＊片付けは、最終試合、最終１つ前の試合のチームの理事の方お願いします。 最終試合のチーム（田戸、Ｃ３勝ち、Ｄ３勝ち、山手）は、片付けの手伝いをお願いします。

８月　３１日　（土）　西体育会館 会場責任者　 遠藤　芳幸

Ａコート（奥側） コート主任 白濵　幸治 Ｂコート（入口側） コート主任

２回戦 右ベンチ 左ベンチ 審　　判 Ｔ．Ｏ ｺﾐｯｼｮﾅｰ ２回戦 右ベンチ 左ベンチ 審　　判 Ｔ．Ｏ ｺﾐｯｼｮﾅｰ

9:00 ①. ｆ 田　戸 - Ａ３勝ち Ｄ７勝ち 9:00 ①. ｆ Ａ４勝ち - Ｂ４勝ち Ｄ６勝ち

10:00 ②. ｆ Ａ５勝ち - Ｂ５勝ち 田　戸 10:00 ②. ｆ Ａ１勝ち - Ｂ１勝ち Ｂ①負け

３回戦 ３回戦

11:00 ③. ｍ Ｃ５勝ち - Ｄ５勝ち A②負け 11:00 ③. ｍ Ｃ６勝ち - Ｂ６勝ち Ｂ②負け

12:00 ④. ｍ Ｃ７勝ち - Ｄ７勝ち A③負け 12:00 ④. ｍ Ｃ４勝ち - Ｄ６勝ち Ｂ③負け

決勝リーグ 決勝リーグ

13:30 ⑤. ｆ Ｅ（Ａ①勝） - Ｆ(Ｂ①勝） Ａ④負け 13:30 ⑤. ｆ Ｇ（Ａ②勝） - Ｈ（Ｂ②勝） Ｂ④負け

14:30 ⑥. ｍ Ａ（Ａ③勝） - Ｂ(Ｂ③勝） Ｂ①勝ち 14:30 ⑥. ｍ Ｃ（Ａ④勝） - Ｄ(Ｂ④勝) Ｂ②勝ち

＊会場準備は８：００より行います。理事の方は集合してください。

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。 第１試合のチーム（田戸、Ａ３勝ち、Ａ４勝ち、Ｂ４勝ち）は、準備の手伝いをお願いします。

＊片付けは、最終試合、最終１つ前の試合のチームの理事の方お願いします。 最終試合のチーム（Ａ③勝ち、Ｂ③勝ち、Ａ④勝ち、Ｂ④勝ち）は、片付けの手伝いをお願いします。

＊ＴＯは、１，２回戦（8/18,24）の勝ち上がりで変更になる場合もあります。



９月　　１日　（日）　北体育会館 会場責任者 遠藤　芳幸

Ａコート コート主任 白濵　幸治 Ｂコート コート主任 白川　義行

決勝リーグ 右ベンチ 左ベンチ 審判 Ｔ．Ｏ ｺﾐｯｼｮﾅｰ 決勝リーグ 右ベンチ 左ベンチ 審判 Ｔ．Ｏ ｺﾐｯｼｮﾅｰ

8:50 1. ｆ ＧＨ負け - ＥＦ勝ち ＡＢ勝ち 8:50 1. ｆ ＧＨ勝ち - ＥＦ負け ＡＢ負け

10:00 2. ｍ ＣＤ負け - ＡＢ勝ち ＥＦ勝ち 10:00 2. ｍ ＣＤ勝ち - ＡＢ負け ＧＨ勝ち

11:00 3. ｆ ＥＦ負け - ＧＨ負け ＣＤ勝ち

12:00 4. ｍ ＡＢ負け - ＣＤ負け ＥＦ負け

13:00 5. ｆ ＥＦ勝ち - ＧＨ勝ち ＧＨ負け

14:00 6. ｍ ＡＢ勝ち - ＣＤ勝ち ＣＤ負け

15:00

＊会場準備は　８：００より行います。理事の方は集合してください。

＊第１試合のチームが準備、最終試合のチームが片付けの手伝いをお願いします。

＊第１試合と第２試合の間は、２０分間をインターバルをとりますので、ご理解とご協力をお願いします。

＊第３試合以降試合開始前に、選手紹介を行います。

＊９月１日（日）の審判は、当日会場で発表します。Ｔ・Ｏについても変更をする場合もありますので、会場で確認して下さい。

＊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。

表彰式

第２試合終了後、Ｂコートの片付けを行います。
２試合目のチームは、お手伝いお願いします。


