
１月　１８日（土）　サブアリーナ 会場責任者 黒滝　明日香

Ａコート コート主任 小林　優希/中村　優仁

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ M・C

9:45 1． f 武　山 - 津久井 野　比 高　坂 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ ＊会場準備は９：００より行います。

10:45 2． ｍ 野　比 - 高　坂 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 津久井 武　山 武　山 ＊第１試合のチーム（武山、津久井)は、準備の手伝いをお願いします。　　　　

11:45 3． f 津久井 - ﾜﾝｵﾝﾜﾝ 武　山 浦　賀 野　比 高　坂 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。

12:45 4． f 浦　賀 - 高　坂 野　比 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 津久井 野　比 ＊最終試合のチーム（ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ、野比）は、片付けの手伝いをお願いします。

13:45 5． f ﾜﾝｵﾝﾜﾝ - 武　山 高　坂 津久井 浦　賀 浦　賀 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。

14:45 6． ｍ ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ - 野　比 武　山 浦　賀 高　坂 津久井 ＊試合開始時間にご注意ください。

１月　２６日（日）　鴨居小会場

会場責任者 永井 義陸 コート主任 三上　裕司

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ M・C

9:00 1． f 合　同 - 長　井 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 山　手 山　手 大　楠 ＊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． ｍ 浦　賀 - ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 大　楠 合　同 合　同 長　井 ＊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　浦賀駅より、

11:00 3． f 山　手 - 大　楠 長　井 高　坂 長　井 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 　京急バス　観音崎、かもめ団地方面　小原台入口下車

12:00 4． f 高　坂 - 合　同 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 浦　賀 大　楠 山　手

13:00 5． f ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ - 浦　賀 高　坂 合　同 高　坂 合　同

２月　２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 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 Ｔ．Ｏ M・C 右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ M・C

9:45 1． f 葉　山 - 剣　崎 木古庭 山　手 大　楠 浦　郷 9:45 1． f 根　岸 - ペガサス 馬　堀 逗　子 アルファ アルファ

10:45 2． f 木古庭 - 山　手 浦　郷 剣　崎 浦　郷 葉　山 10:45 2． f 逗　子 - 馬　堀 ペガサス 根　岸 田　戸 田　戸

11:45 3． f 剣　崎 - 浦　郷 連盟 木古庭 山　手 長　井 11:45 3． f 根　岸 - アルファ 田　戸 馬　堀 逗　子 逗　子

12:45 4． f 大　楠 - 木古庭 山　手 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 長　井 剣　崎 12:45 4． f 馬　堀 - 田　戸 逗　子 アルファ 根　岸 ペガサス

13:45 5． f 浦　郷 - 葉　山 大　楠 長　井 剣　崎 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 13:45 5． f ペガサス - アルファ 田　戸 根　岸 馬　堀 根　岸

14:45 6． f 長　井 - ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 浦　郷 葉　山 木古庭 木古庭 14:45 6． f 逗　子 - 田　戸 ペガサス アルファ ペガサス 馬　堀

＊会場準備は９：００より行います。

＊第１試合のチーム（葉山、剣崎、根岸、ペガサス）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（長井、望洋、逗子、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お願いします。

＊試合開始時間にご注意ください。

２月　８日（土）　サブアリーナ 会場責任者 遠藤　芳幸

Ａコート コート主任 白濱　幸治 Bコート コート主任 白川　義行

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ M・C 右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ M・C

8:45 1． ｍ フリーズ - 長　井 大　楠 葉　山 田　戸 高　坂 8:45 1． ｍ 武　山 - 津久井 北下浦 鶴久保 木古庭 北下浦

9:45 2． ｍ 葉　山 - 高　坂 田　戸 フリーズ A１負け 大　楠 9:45 2． f 北下浦 - 鶴久保 木古庭 ＲＵＳＨ Ｂ１勝ち 津久井

10:45 3． ｍ 田　戸 - 大　楠 浦　郷 葉　山 高　坂 葉　山 10:45 3． ｍ 木古庭 - ＲＵＳＨ 城　北 津久井 鶴久保 武　山

11:45 4． ｍ 葉　山 - 浦　郷 長　井 高　坂 大　楠 田　戸 11:45 4． f 北下浦 - 城　北 武　山 Ｂ３負け ＲＵＳＨ 鶴久保

12:45 5． ｍ Ａ１勝ち - Ｂ１勝ち Ａ３勝ち Ｂ３勝ち 葉　山 浦　郷 12:45 5． ｍ Ａ１負け - Ｂ1負け Ａ３負け 鶴久保 北下浦 城　北

13:45 6． ｍ 高　坂 - 浦　郷 Ａ１勝ち Ｂ１勝ち A１勝ち Ｂ３勝ち 13:45 6． f 鶴久保 - 城　北 Ａ１負け Ｂ1負け Ｂ１負け Ｂ３負け

14:45 7． ｍ Ａ３勝ち - Ｂ３勝ち 浦　郷 高　坂 浦　郷 A１勝ち 14:45 7． ｍ Ａ３負け - Ｂ３負け 城　北 北下浦 城　北 A１負け

＊会場準備は８：００より行います。

＊第１試合のチーム（フリーズ、長井、武山、津久井)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（田戸、大楠、木古庭、RUSH)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お願いします。

＊試合開始時間にご注意ください。

審　　判 審　　判

Ｍａ、Ｍd、Ｍe、Fｆブロック

審　　判 審　　判

Ｆｂブロック、オープン

審　　判

Ｆeブロック、オープン

審　　判

Ｆａ、Ｆｃ、Ｆｄ、Ｆｅブロック、オープン



＊試合時間変更

２月　９日（日）　北体育会館 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 五十嵐　洋佑

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ M・C 右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ M・C

9:00 1． ｍ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ - 城　北 山　手 ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 名　向 名　向 9:00 1． ｍ 富士見 - 鶴久保 ネッツ 浦　賀 逗　子 逗　子

10:00 2． ｍ ﾌｧｲﾀｰｽﾞ - 北下浦 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 名　向 城　北 城　北 10:00 2． ｍ 浦　賀 - 剣　崎 富士見 逗　子 鶴久保 鶴久保

11:00 3． ｍ 山　手 - 名　向 北下浦 城　北 ﾌｧｲﾀｰｽﾞ ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 11:00 3． ｍ ネッツ - 逗　子 鶴久保 剣　崎 浦　賀 浦　賀

12:00 4． ｍ Ａ１勝ち - Ｂ１勝ち Ａ３勝ち Ａ３負け 山　手 山　手 12:00 4． ｍ Ａ１負け - Ｂ1負け Ｂ３勝ち Ｂ３負け ネッツ ネッツ

13:00 5． ｍ Ａ２勝ち - Ｂ２勝ち Ａ１勝ち Ｂ1勝ち ﾚｲｱｯﾌﾟｽ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 13:00 5． ｍ Ａ２負け - Ｂ２負け Ａ１負け Ｂ1負け 富士見 富士見

14:00 6． ｍ Ａ３勝ち - Ｂ３勝ち Ａ２勝ち Ｂ２勝ち 北下浦 北下浦 14:00 6． ｍ Ａ３負け - Ｂ３負け Ａ２負け Ｂ２負け 剣　崎 剣　崎

＊会場準備は８：００より行います。

＊第１試合のチーム（ﾚｲｱｯﾌﾟｽ、城北、富士見、鶴久保)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（山手、名向､ネッツ、逗子)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お願いします。

＊試合開始時間にご注意ください。

２月　１６日（日）　サブアリーナ 会場責任者

Ａコート コート主任 Bコート コート主任

ブロック交流戦 右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ M・C ブロック交流戦 右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ M・C

8:45 1． ｍ Ｍａ　３位 - Ｍｆ　３位 高坂 山手 8:45 1． ｍ Ｍｆ　４位 - 野　比 ネッツ

9:45 2． ｍ Ｍｄ　３位 - Ｍe　３位 武山 大楠 9:45 2． ｍ Ｍｂ　４位 - ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 富士見

10:45 3． ｆ ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ - 高　坂 10:45 3． ｆ 長　井 - 浦　賀

11:45 4． ｆ Fe　３位 - Fｆ　３位 木古庭 鶴久保 11:45 4． ｆ Fｃ　３位 - Fｄ　３位 アルファ 馬堀

12:45 5． ｍ Ｍｄ　４位 - Ｍe　４位 長井 木古庭 12:45 5． ｍ Ｍｃ　４位 - Ｍｂ　４位 浦賀 富士見

13:45 6． ｆ 合　同 - ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 13:45 6． ｆ Ｆａ　３位 - Fｂ　３位 葉山 ﾜﾝｵﾝﾜﾝ

14:45 7． ｍ Ｍｂ　３位 - Ｍｃ　３位 城北 名向

＊会場準備は８：００より行います。

＊第１試合のチーム（Mａ３位、Mｆ３位、Mｆ４位、野比）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（Ｍｂ３位、Ｍｃ３位、Ｆａ３位、Fｂ３位）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お願いします。

＊試合開始時間にご注意ください。

２月　２２日（土）　サブアリーナ 会場責任者

Ａコート コート主任 Bコート コート主任

交流戦 右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ M・C 交流戦 右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ M・C

8:45 1． ｍ Ｍａ ２位 - Ｍｂ ２位 浦郷 レイ、鶴 8:45 1． ｍ Ｍｅ ２位 - Ｍｆ ２位 田、桜 山、名

9:45 2． ｆ Ｆａ ２位 - Ｆｂ ２位 浦郷 武、津 9:45 2． ｍ Ｍｃ ２位 - Ｍｄ ２位 剣 津

10:45 3． ｆ Ｆｃ ２位 - Ｆｄ ２位 ペガ、公 田 10:45 3． ｆ Ｆｅ　２位 - Ｆｆ　２位 山、楠 北

決勝トーナメント

11:45 4． ｍ Ｍａ １位 - Ｍｂ １位 葉 レイ、鶴 11:45 4． ｍ Ｍｅ １位 - Ｍｆ １位 田、桜 逗

12:45 5． ｆ Ｆａ １位 - Ｆｂ １位 剣 武、津 12:45 5． ｍ Ｍｃ １位 - Ｍｄ １位 北 フリ

13:45 6． ｆ Ｆｃ １位 - Ｆｄ １位 根 逗 13:45 6． ｆ Ｆｅ　１位 - Ｆｆ　１位 山、楠 城

＊会場準備は８：００より行います。

＊第１試合のチーム（Mａ２位、MＢ２位、Me２位、Mｆ２位）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（Fc１位、Fd１位、Ｆe１位、Fｆ１位）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お願いします。

２月　２３日（日）　サブアリーナ
決勝リーグ

詳細な組み合わせは、2/9以降再度更新いたします。

＊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。

審判 審判

審　　判 審　　判

　2/16、22のブロック交流戦について
　　　予選ブロック結果での組合せになります。男女チームの勝ち上がり関係上試合順等の変更になることもございます。
　　　2/9で、予選全試合終了後、再度ＨＰにてアップ致します。（参考資料としてください。）

交流戦

審　　判 審　　判

Ｍｂ、Ｍｃ、Ｍｆブロック


