
７．組み合わせ

サブアリーナ 会場責任者 遠藤　芳幸

Ａコート コート主任 三上　裕司 Bコート コート主任 白川　義行

右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ 右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ

8:45 ﾚｲｱｯﾌﾟｽB - 浦　郷 名　向 長　井 田　戸 8:45 武　山B - 高　坂 公　郷 山　手 公　郷

9:20 ﾚｲｱｯﾌﾟｽA - 田　戸A 浦　郷 長　井 浦　郷 9:20 武　山A - 公　郷A 高　坂 北下浦 高　坂

9:55 名　向 - 田　戸B ﾚｲｱｯﾌﾟｽ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 長　井 9:55 北下浦 - 公　郷B 山　手 武　山 山　手

10:30 長　井B - 浦　郷 田　戸 田　戸 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 10:30 山　手B - 高　坂 公　郷 武　山 武　山

11:05 長　井A - ﾚｲｱｯﾌﾟｽA 浦　郷 津久井 名　向 11:05 山　手A - 武　山B 高　坂 剣　崎 北下浦

11:40 津久井 - ﾚｲｱｯﾌﾟｽB 田　戸 名　向 田　戸 11:40 剣　崎 - 武　山A 公　郷 公　郷 公　郷

12:15 田　戸A - 長　井A ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 桜 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 12:15 公　郷A - 山　手A 武　山 浦　賀 武　山

12:50 田　戸B - 桜 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 長　井 津久井 12:50 公　郷B - 浦　賀 武　山 山　手 剣　崎

13:25 名　向 - 長　井B 津久井 桜 桜 13:25 北下浦 - 山　手B 剣　崎 浦　賀 浦　賀

14:00 桜 - 津久井 田　戸 長　井 長　井 14:00 剣　崎 - 浦　賀 北下浦 山　手 山　手

フレンドシップ　代表決定戦

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ 右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ

15:15 11. ｍ E１位 - Ｆ２位 15:15 11. ｍ F１位 - E２位

＊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（レイアップス、浦郷、武山、高坂)は、準備の手伝いをお願いします。

＊片付けは、第10試合後、男子フレンドブロック代表決定戦の為不要です。

＊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　８：００～１３：００　【使用チーム　武山AB、高坂】　整理整頓でお願いします。

＊３Ｆの第３ミーティングルーム　８：００～１６：００　【使用チーム　浦郷、名向、北下浦】　整理整頓でお願いします。

＊２，３Fのロビーも参加チームが多数参加の為、過剰な場所取りはお控えください。ご協力お願いします。

南体育会館 会場責任者 仁平　和明

Ａコート コート主任 宮澤　和人 Bコート コート主任 白濵　幸治

右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ 右ベンチ 左ベンチ 審 判 Ｔ．Ｏ

9:00 鶴久保 - 葉　山 木古庭 望　洋 望　洋 9:00 城　北 - 大　楠 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 馬　堀 馬　堀

9:40 木古庭 - 望　洋 フリーズ 葉　山 フリーズ 9:40 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ - 富士見 大　楠 城　北 城　北

10:20 葉　山 - フリーズ 木古庭 鶴久保 木古庭 10:20 大　楠 - 馬　堀 城　北 富士見 富士見

11:00 望　洋 - 鶴久保 フリーズ 葉　山 葉　山 11:00 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ - 城　北 富士見 馬　堀 大　楠

11:40 フリーズ - 木古庭 望　洋 鶴久保 鶴久保 11:40 富士見 - 馬　堀 大　楠 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 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、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（鶴久保、葉山、城北、大楠)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。 第５試合のチーム（フリーズ、木古庭、富士見、馬堀）は、片付けの手伝いをお願いします。

＊13:00完全撤収ですので、ご協力ください。

＊駐車場に限りがあります。ABチーム２台、単独チーム１台まで、お願いします。近隣の有料駐車場をご利用ください。

＊または、公共の交通機関をご利用ください。　最寄駅　京浜急行　京急久里浜駅

＊問い合わせ、変更点がありましたら次のところに連絡して下さい。　　　

　ｙ－info@yokosukamini.net

＊コート主任はＭＬにて試合結果を連絡してください。

＊試合当日の競技に関する緊急連絡は　競技：白濵へご連絡下さい。
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