
１１月　　７日（日）　北体育会館 会場責任者 菅田　礼子

Ａコート（奥側） コート主任 白濵　幸治 Bコート コート主任 宮澤　和人

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ

9:30 1. m 津久井 - 馬　堀 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ ＲＵＳＨ 9:30 1. m ネッツ - 名　向 城　北 浦　郷 木古庭 木古庭

10:45 2. m 大　楠 - ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 逗　子 津久井 津久井 浦　賀 10:45 2. m 浦　郷 - 鶴久保 山　手 船　越 ネッツ ネッツ

12:00 3. m ＲＵＳＨ - ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 大　楠 馬　堀 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 高　坂 12:00 3. m 木古庭 - 船　越 ネッツ 鶴久保 鶴久保 城　北

13:30 4. m 浦　賀 - 逗　子 木古庭 ＲＵＳＨ ＲＵＳＨ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 13:30 4. m 葉　山 - 山　手 高　坂 名　向 浦　郷 浦　郷

14:45 5. ｆ 鶴久保 - 木古庭 大　楠 浦　賀 逗　子 逗　子 14:45 5. m 城　北 - 高　坂 山　手 葉　山 葉　山 名　向

16:00 16:00

入館時間

8:45 ～津久井 馬　堀 ネッツ 名　向

9:00 ～ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 木古庭ｍ

9:30 ～大　楠 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ 浦　郷 鶴久保ｍ 退館時間（目安）

11:00 ～ ＲＵＳＨ 船　越 11:00 ～ 馬　堀 名　向

12:30 ～浦　賀 逗　子 葉　山 山　手 城　北 12:30 ～ 津久井 大　楠 ネッツ

13:30 ～鶴久保ｆ 木古庭ｆ 高　坂 13:30 ～ ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 船　越 木古庭ｍ 鶴久保ｍ

＊会場準備は８：００より行います。（連盟役員のみで実施）

＊入館は入館時間にお願いします。（審判・ＭＣの方は単独で入館ください。）

＊競技場入退場は、張り紙の「⇒」に従い。移動をお願いします。

＊コート内の移動は、前試合該当チームが全て移動した後に入口より入場してください。

＊試合後、使用した、ベンチ、応援席、TO席の消毒にご協力ください。

＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

＊更衣室として２Ｆ相談室を開放します。保護者が付添い、1チーム毎（１５名）に使用してください。使用後の消毒にご協力ください。

１１月　２０日（土）　北体育会館 会場責任者 廣川　秀一

Ｃコート（奥側） コート主任 五十嵐　洋介 Ｄコート コート主任 有馬　武尚

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ

9:30 1. ｆ ペガサス - 逗　子 山　手 ﾜﾝｵﾝﾜﾝ 津久井 根　岸 9:30 1. ｆ アルファ - 浦　郷 フリーズ ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 富士見

10:45 2. m 長　井 - 田　戸 ペガサス 逗　子 逗　子 ﾜﾝｵﾝﾜﾝ 10:45 2. ｍ 富士見 - フリーズ アルファ 津久井 アルファ ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ

12:00 3. ｆ 津久井 - 根　岸 山　手 ﾜﾝｵﾝﾜﾝ 長　井 逗　子 12:00 3. ｆ ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ - 富士見 浦　郷 桜ホワイト フリーズ アルファ

13:30 4. ｆ 山　手 - ﾜﾝｵﾝﾜﾝ 田　戸 根　岸 根　岸 津久井 13:30 4. ｆ Ｄ１勝ち - 桜ホワイト 長　井 富士見 富士見 フリーズ

14:30 14:30

入館時間

8:45 ～ペガサス 逗　子 アルファ 浦　郷

9:00 ～津久井 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ

9:30 ～長　井 田　戸 富士見ｍｆ フリーズ 退館時間（目安）

11:00 ～根　岸 11:00 ～ ペガサス

12:30 ～山　手 ﾜﾝｵﾝﾜﾝ 桜ホワイト 12:30 ～ 田　戸

＊会場準備は８：００より行います。（連盟役員のみで実施）

＊入館は入館時間にお願いします。（審判・ＭＣの方は単独で入館ください。）

＊競技場入退場は、張り紙の「⇒」に従い。移動をお願いします。

＊コート内の移動は、前試合該当チームが全て移動した後に入口より入場してください。

＊試合後、使用した、ベンチ、応援席、TO席の消毒にご協力ください。

＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

＊更衣室として２Ｆ相談室を開放します。保護者が付添い、1チーム毎（１５名）に使用してください。使用後の消毒にご協力ください。

審　　判 審　　判

審　　判 審　　判



１１月　２３日（火）　潮風アリーナ 会場責任者 三上　裕司

Ｅコート コート主任 白濵　幸治

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 入館時間

9:30 1. ｆ 田　戸 - 船　越 武　山 城　北 武　山 Ｂ１勝ち 8:30 ～

10:45 2. ｍ Ｂ１勝ち - 北下浦 大　楠 馬　堀 船　越 田　戸 9:00 ～ 田　戸 船　越 武　山

12:00 3. ｆ 城　北 - 武　山 田　戸 船　越 田　戸 Ａ１勝ち 9:30 ～ Ｂ１勝ち 北下浦ｍ

13:15 4. ｆ 馬　堀 - 大　楠 武　山 Ｂ１勝ち Ｂ１勝ち 葉　山 10:45 ～ 城　北

14:30 5. ｆ 北下浦 - 葉　山 Ａ１勝ち Ａ２勝ち 城　北 城　北 12:00 ～ 馬　堀 大　楠 退館時間（目安）

15:45 6. ｍ Ａ１勝ち - Ａ２勝ち 北下浦 葉　山 葉　山 北下浦 13:00 北下浦ｍ 船越

17:00 13:15 ～ 北下浦ｆ 葉　山

14:00 田　戸 武　山

＊会場準備は８：３０より行います。（連盟役員のみで実施） 14:30 ～ Ａ１勝ち Ａ２勝ち

＊入館は入館時間にお願いします。（審判・ＭＣの方は単独で入館ください。）

＊受付に、「大会参加健康チェックシート」と、「潮風アリーナ利用者名簿」の提出をお願いします。

＊駐車場に限りがございます、１チーム５台までと致します。

　また、近隣の商業施設への駐車からの来場は禁止です。

＊試合前の移動は、アナウンスしますので競技場入口に付近での待機はご遠慮ください。

＊試合後、使用した、ベンチ、応援席、TO席の消毒にご協力ください。

＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

＊更衣室として「会議室小」を開放します。保護者が付添い、1チーム毎（７名）に使用してください。使用後の消毒にご協力ください。

１１月　　２８日（日）　南体育会館 会場責任者 遠藤　芳幸

Fコート コート主任 Gコート コート主任

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ

フレンド準決 フレンド準決

9:30 1. ｍ Ｂ２勝ち - Ｂ３勝ち 連盟 Ｂ４勝ち Ｂ５勝ち Ｂ５勝ち 9:30 1. ｍ Ｄ２勝ち - Ｅ２勝ち 武　山 Ｂ５勝ち 武　山 Ａ３勝ち

フレンド準決 チャレ２回戦

10:45 2. f Ａ５勝ち - Ｅ１勝ち Ｂ４勝ち Ｂ５勝ち Ｅ２勝ち 連盟 10:45 2. ｍ Ａ３勝ち - Ａ４勝ち 連盟 Ｄ２勝ち Ｄ２勝ち 連盟

チャレ２回戦 チャレ２回戦

12:00 3. ｍ Ｂ４勝ち - Ｂ５勝ち Ｂ３勝ち Ｅ２勝ち Ａ５勝ち Ａ５勝ち 12:00 3. ｍ Ｃ２勝ち - 武　山 連盟 Ａ４勝ち Ａ３勝ち 連盟

13:15 13:15

＊会場準備は８：００より行います。（連盟役員のみで実施） 入館時間

＊入館は入館時間にお願いします。（審判・ＭＣの方は単独で入館ください。） 8:30 ～Ｂ２勝ち Ｂ３勝ち Ｄ２勝ち Ｅ２勝ち

＊競技場入退場は、張り紙の「⇒」に従い。移動をお願いします。 8:45 ～Ｂ５勝ち 武　山

＊コート内の移動は、前試合該当チームが全て移動した後に入口より入場してください。 9:30 ～Ａ５勝ち Ｅ１勝ち Ａ３勝ち Ａ４勝ち

＊試合後、使用した、ベンチ、応援席、TO席の消毒にご協力ください。 10:45 ～Ｂ４勝ち Ｃ２勝ち

＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。 退館時間（目安）

＊更衣室として２Ｆ相談室を開放します。保護者が付添い、 11:00 Ｂ２勝ち Ｂ３勝ち

　1チーム毎（１５名）に使用してください。使用後の消毒にご協力ください。

連盟役員　（約６台）

審　　判

審　　判 審　　判



１２月　　１１日（土）　メインアリーナ 会場責任者 遠藤芳幸

ＭＡコート コート主任 白濵　幸治 ＭＢコート コート主任 宮澤　和人

チャレ準決 右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ チャレ準決 右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ

9:30 1. f Ｅ３勝ち - Ｅ４勝ち Ｆ２勝ち 9:30 1. f Ｃ４勝ち - Ｃ１勝ち Ｄ４勝ち

10:45 2. ｍ Ｅ６勝ち - Ｇ２勝ち Ｆ１勝ち 10:45 2. ｍ Ｆ３勝ち - Ｇ３勝ち Ｇ１勝ち

チャレ：３位決定戦 フレ決勝

12:00 3. f ＭＡ１負け - ＭＢ１負け ＭＡ１勝ち 12:00 3. f Ｆ２勝ち - Ｄ４勝ち ＭＢ１勝ち

13:30 4. ｍ ＭＡ２負け - ＭＢ２負け ＭＡ２勝ち 13:30 4. ｍ Ｆ１勝ち - Ｇ１勝ち ＭＢ２勝ち

チャレ：決勝戦

14:45 5. f ＭＡ１勝ち - ＭＢ１勝ち ＭＡ１負け

16:00 6. ｍ ＭＡ２勝ち - ＭＢ２勝ち ＭＡ２負け

入館時間

8:30 ～ Ｅ３勝ち Ｅ４勝ち Ｃ４勝ち Ｃ１勝ち

＊会場準備は８：００より行います。（連盟役員のみで実施） 8:45 ～ Ｆ２勝ち Ｄ４勝ち

＊入館は入館時間にお願いします。（審判・ＭＣの方は単独で入館ください。） 9:15 ～ Ｅ６勝ち Ｇ２勝ち Ｆ３勝ち Ｇ３勝ち

＊競技場入退場は、張り紙の「⇒」に従い。移動をお願いします。 10:00 ～ Ｆ１勝ち Ｇ１勝ち

＊コート内の移動は、前試合該当チームが全て移動した後に入口より入場してください。

＊試合後、使用した、ベンチ、応援席、TO席の消毒にご協力ください。

＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

＊更衣室として第１ミーティングルームを開放します。保護者が付添い、1チーム毎（１５名）に使用してください。使用後の消毒にご協力ください。

＊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。

審　　判 審　　判


