
５月　　１５日（日）　浦郷小会場
会場責任者 吉澤　知加子 コート主任 白川　義行/宮澤　和人

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 構内入場時間

9:15 1. m 北下浦 - 浦　賀 木古庭 浦　郷 浦　郷　ｆ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 8:30 ～ 北下浦 浦　賀

10:30 2. m 木古庭 - 浦　郷 北下浦 浦　賀 北下浦 逗　子 9:15 ～ 木古庭 退館時間（目安）

12:00 12:00 ～ 逗　子 11:00 浦　賀

13:00 4. f 浦　郷 - 逗　子 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 鶴久保 木古庭 鶴久保 13:00 ～ 鶴久保 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 12:00 北下浦

14:15 5. m 鶴久保 - ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 逗　子 浦　郷 逗　子 木古庭 14:30 木古庭

15:30

＊開門は８：３０からになりますので、近隣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。

＊構内入場は、時間割表に従ってご入場お願いします。（審判・ＭＣは単独で入館ください。） ＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

＊受付係に、「大会参加健康チェックシート」の提出をお願いします。

＊待機場所や会場注意事項に関しては、会場チーム保護者会の指示に従ってください。

＊駐車場は、1チーム４台以内でお願いします。

５月　　２１日（土)　富士見小会場
会場責任者 廣川　秀一 コート主任 小酒部　恭男

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 構内入場時間

9:15 1. f アルファ - 馬　堀 武　山 富士見 鶴久保 富士見 8:30 ～ アルファ 馬　堀

10:30 2. f 富士見 - 武　山 野　比 馬　堀 アルファ アルファ 8:50 ～ 鶴久保

11:45 3. f 鶴久保 - 大　楠 武　山 アルファ 富士見 野　比 9:15 ～ 武　山 退館時間（目安）

13:00 4. m 木古庭 - 大　楠 野　比 鶴久保 武　山 武　山 11:00 ～ 大　楠ｍｆ 11:00 馬　堀

14:15 5. m 野　比 - 富士見 大　楠 木古庭 大　楠 木古庭 11:30 ～ 木古庭 12:00 アルファ

15:30 13:00 ～ 野　比 14:30 鶴久保

＊開門は８：３０からになりますので、近隣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。

＊構内入場は、時間割表に従ってご入場お願いします。（審判・ＭＣは単独で入館ください。） ＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

＊受付係に、「大会参加健康チェックシート」の提出をお願いします。

＊待機場所や会場注意事項に関しては、会場チーム保護者会の指示に従ってください。

＊駐車場は、1チーム４台以内でお願いします。

５月　　２２日（日）　サブアリーナ 会場責任者 遠藤　芳幸/福島　大輔

Ａコート コート主任 三上　裕司/高橋　宜久

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 入場時間

9:30 1. m 田　戸 - 葉　山 木古庭 名　向 木古庭 ＲＵＳＨ 8:30 ～ 田　戸 葉　山 木古庭

10:45 2. m ＲＵＳＨ - 名　向 武　山 葉　山 葉　山 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 9:30 ～ ＲＵＳＨ 名　向

12:00 3. f 木古庭 - 船　越 田　戸 ＲＵＳＨ ＲＵＳＨ 北下浦 10:45 ～ 木古庭 船越ｍｆ 退館時間（目安）

13:15 4. m ﾚｲｱｯﾌﾟｽ - 武　山 馬　堀 津久井 北下浦 田　戸 12:00 ～ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 武　山 11:00 田　戸

14:30 5. m 津久井 - 船　越 武　山 北下浦 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 武　山 12:30 ～ 北下浦 12:30 名　向 葉　山

15:45 6. m 北下浦 - 馬　堀 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 船　越 船　越 津久井 13:15 ～ 津久井 13:30 ＲＵＳＨ 木古庭

17:00 14:30 ～ 馬　堀 14:00

＊会場準備は８：００より行います。（連盟役員のみで実施） ＊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。

＊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。） ＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

＊受付係に、「大会参加健康チェックシート」の提出をお願いします。

＊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。

＊更衣室は通常通り使用できます。保護者が付添い、1チーム毎で施設の制限表記にしたがって使用してください。使用後の消毒にご協力ください。

審　　判

審　　判

審　　判



５月　　２８日（土）　メインアリーナ 会場責任者 福島　大輔

Aコート（奥側） コート主任 五十嵐　洋佑 Bコート（入口側） 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

9:30 1. f 山　手 - 富士見 逗　子 北下浦 逗　子 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 9:30 1. m 城　北 - フリーズ 武　山 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 根　岸 根　岸

10:45 2. f 北下浦 - ペガサス 連　盟 富士見 山　手 逗　子 10:45 2. f 武　山 - ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 根　岸 桜 城　北 フリーズ

12:00 3. f 富士見 - 逗　子 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ フリーズ ペガサス 武　山 12:00 3. f 桜ﾎﾜｲﾄ - 根　岸 北下浦 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 武　山 城　北

13:15 4. m 富士見 - ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 武　山 逗　子 北下浦 北下浦 13:15 4. f ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ - 城　北 連　盟 桜 桜ﾎﾜｲﾄ 桜

14:30 5. f 逗　子 - 武　山 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 富士見 富士見 富士見 14:30 5. m 大　楠 - ＲＵＳＨ 城　北 根　岸 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ

15:45 15:45

５月　　２８日（土）　サブアリーナ 会場責任者 白濵　幸治

Cコート（メイン側） コート主任 有馬　武尚 Dコート（役員室側） 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

9:30 1. f 船　越 - 桜ﾎﾜｲﾄ 葉　山 野　比 公　郷 公　郷 9:30 1. m 高　坂 - 浦　賀 大　楠 津久井 馬　堀 津久井

10:45 2. m 野　比 - 葉　山 連　盟 船　越 船　越 船　越 10:45 2. m 大　楠 - 津久井 高　坂 浦　賀 高　坂 馬　堀

12:00 3. m 浦　賀 - ネッツ 山　手 野　比 野　比 野　比 12:00 3. f 大　楠 - 津久井 馬　堀 葉　山 葉　山 高　坂

13:15 4. m 山　手 - 船　越 連　盟 大　楠 浦　賀 浦　賀 13:15 4. m 馬　堀 - 高　坂 公　郷 津久井 大　楠ｆ 葉　山

14:30 5. f 野　比 - アルファ 山　手 船　越 山　手 山　手 14:30 5.

15:45 6.

入場時間 ＊サブアリーナへ移動チーム

8:45 ～ 山　手ｆ 富士見ｆ 城　北ｍ フリーズ 桜ﾎﾜｲﾄ 船　越ｆ 高　坂 浦　賀

9:00 ～ 逗　子 根　岸 ネッツ 馬　堀 退館時間（目安）

9:30 ～ 北下浦 ペガサス ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 武　山 大楠ｍｆ 野　比ｍ 葉　山 津久井ｍｆ 11:00 フリーズ

10:45 ～ 富士見ｍ 12:15 山　手ｆ 船　越ｆ

12:00 ～ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 城　北ｆ 山手ｍ ＲＵＳＨ 船　越ｍ 野　比ｆ アルファ 13:30 津久井ｍｆ 根　岸

＊会場準備は８：００より行います。（連盟役員のみで実施）

＊入館は全チームメインアリーナ玄関より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。）

＊受付係に、「大会参加健康チェックシート」の提出をお願いします。

＊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。

　（サブアリーナ更衣室は通常通り使用できます。保護者が付添い、1チーム毎で施設の制限表記にしたがって使用してください。）

＊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。

５月　　２９日（日）　浦郷小会場
会場責任者 吉澤　知加子 コート主任 五十嵐　洋佑

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 構内入場時間

9:30 1. m ﾚｲｱｯﾌﾟｽ - 野　比 浦　郷 船　越 浦　郷ｆ 馬　堀 8:45 ～ ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 野　比

10:45 2. m 浦　郷 - 船　越 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ ネッツ 野　比 山　手 9:30 ～ 船　越 退館時間（目安）

12:00 11:00 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ

13:00 3. f 浦　郷 - 山　手 馬　堀 野　比 船　越 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 12:30 ～ 山　手 12:30 野　比

14:15 4. m 馬　堀 - ネッツ 山　手 浦　郷 山　手 浦　郷 13:00 ～ 馬　堀 ネッツ 14:15 船　越

15:30

＊開門は８：３０からになりますので、近隣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。

＊構内入場は、時間割表に従ってご入場お願いします。（審判・ＭＣは単独で入館ください。） ＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

＊受付係に、「大会参加健康チェックシート」の提出をお願いします。

＊待機場所や会場注意事項に関しては、会場チーム保護者会の指示に従ってください。

＊駐車場は、1チーム４台以内でお願いします。

審　　判

審　　判 審　　判

審　　判 審　　判



６月　　４日（土）　富士見小会場
会場責任者 廣川　秀一 コート主任 小酒部　恭男

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 入場時間

9:30 1. f 北下浦 - 田　戸 城　北 富士見 富士見ｍ 大　楠 8:45 ～ 北下浦 田　戸

10:45 2. f 富士見 - 城　北 田　戸 北下浦 北下浦 北下浦 9:30 ～ 城　北 退館時間（目安）

12:00 12:15 ～ 船　越 大　楠 11:00 田　戸

13:00 3. f 船　越 - 大　楠 富士見 鶴久保 城　北 鶴久保 13:00 ～ 鶴久保 12:30 北下浦

14:15 4. m 鶴久保 - 富士見 大　楠 船　越 大　楠 船　越

15:30

＊開門は８：３０からになりますので、近隣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。

＊構内入場は、時間割表に従ってご入場お願いします。（審判・ＭＣは単独で入館ください。） ＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

＊受付係に、「大会参加健康チェックシート」の提出をお願いします。

＊待機場所や会場注意事項に関しては、会場チーム保護者会の指示に従ってください。

＊駐車場は、1チーム４台以内でお願いします。

６月　　５日（日）　サブアリーナ
会場責任者 遠藤　芳幸 コート主任 高橋　宜久

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 入場時間

9:30 1. f 馬　堀 - 津久井 木古庭 アルファ アルファ 田　戸 8:45 ～ 馬　堀 津久井

10:45 2. f 木古庭 - 田　戸 ペガサス 津久井 馬　堀 馬　堀 9:00 ～ アルファ

12:00 3. f ペガサス - アルファ 田　戸 馬　堀 田　戸 根　岸 9:30 木古庭 田　戸 退館時間（目安）

13:15 4. f 根　岸 - 津久井 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 富士見 ペガサス アルファ 10:45 ～ ペガサス 12:00 馬　堀 木古庭

14:30 5. f ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ - 富士見 ペガサス 根　岸 根　岸 木古庭 12:00 ～ 根　岸 13:15 田　戸

15:45 13:15 ～ ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 富士見

＊会場準備は８：００より行います。（連盟役員のみで実施） ＊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。

＊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。） ＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

＊受付係に、「大会参加健康チェックシート」の提出をお願いします。

＊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。

＊更衣室は通常通り使用できます。保護者が付添い、1チーム毎で施設の制限表記にしたがって使用してください。使用後の消毒にご協力ください。

６月　　１２日（日）　メインアリーナ 会場責任者 福島　大輔

Ａコート コート主任 宮澤　和人 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

9:30 1. m 武　山 - 田　戸 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 葉　山 船　越 木古庭 9:30 1. m フリーズ - 北下浦 逗　子 高　坂 逗　子 公　郷

10:45 2. m 葉　山 - ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 武　山 野　比 田　戸 山　手 10:45 2. m 高　坂 - ネッツ 馬　堀 北下浦 北下浦 フリーズ

12:00 3. m 船　越 - 木古庭 葉　山 津久井 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 武　山 12:00 3. m 鶴久保 - 逗　子 公　郷 フリーズ 高　坂 高　坂

13:15 4. m 山　手 - 浦　郷 田　戸 船　越 木古庭 葉　山 13:15 4. m 馬　堀 - 城　北 野　比 鶴久保 鶴久保 北下浦

14:30 5. f 津久井 - 木古庭 浦　郷 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 山　手 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 14:30 5. f 根　岸 - アルファ 馬　堀 逗　子 馬　堀 鶴久保

15:45 6. f ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 浦　郷 木古庭 山　手 津久井 津久井 15:45 6. f 鶴久保 - 野　比 城　北 根　岸 根　岸 馬　堀

17:00 17:00

＊会場準備は８：００より行います。（連盟役員のみで実施） 入場時間

＊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。） 8:45 ～ 武　山 田　戸 フリーズ 北下浦

＊受付係に、「大会参加健康チェックシート」の提出をお願いします。 9:00 ～ 船　越 逗　子

＊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。 9:30 ～ 葉　山 ﾚｲｱｓｯﾌﾟｽ ネッツ 高　坂

＊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 ～ 木古庭ｍｆ 鶴久保

＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。 12:00 ～ 山　手 浦　郷ｍｆ 馬　堀 城　北

＊更衣室として第１ミーティングルームを開放します。 13:15 ～ 津久井 根　岸 アルファ ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 野　比

　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



６月　　１８日（土）　潮風アリーナ
会場責任者 鈴木　基史 コート主任 三上　裕司

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 入場時間

9:45 1. m 高　坂 - 城　北 連　盟 津久井 山　手 名　向 9:00 ～ 城　北ｍｆ 高　坂 山　手

11:00 2. m 津久井 - 名　向 城　北 高　坂 高　坂 山　手 9:45 ～ 津久井 名　向 退館時間（目安）

12:15 3. f 城　北 - 山　手 名　向 フリーズ 津久井 高　坂 11:00 ～ 山手ｍｆ 12:30 高　坂 津久井

13:30 4. m 山　手 - 木古庭 連　盟 浦　賀 城　北 津久井 12:15 ～ 木古庭 13:00 城　北ｍ

14:45 5. m フリーズ - 浦　賀 山　手 木古庭 木古庭 城　北 13:30 ～ フリーズ 浦　賀

16:00

＊会場準備は８：３０より行います。（連盟役員のみで実施） ＊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。

＊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。） ＊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。

＊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４台までと致します。 ＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

　また、近隣の商業施設への駐車からの来場は禁止です。

６月　　２５日（土）　メインアリーナ 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 白濵　幸治

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 野　比 - 田　戸 武　山 富士見 浦　郷 浦　郷 9:30 1. f ペガサス - 大　楠 連　盟 城　北 逗　子 逗　子

10:45 2. m 富士見 - 武　山 野　比 浦　郷 野　比 大　楠 10:45 2. m 城　北 - 浦　賀 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 逗　子 大　楠 名　向

12:00 3. m 浦　郷 - 名　向 田　戸 馬　堀 富士見 富士見 12:00 3. m 逗　子 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 大　楠 桜 浦　賀 浦　賀

13:15 4. f 田　戸 - 馬　堀 武　山 浦　賀 名　向 高　坂 13:15 4. f 桜ﾎﾜｲﾄ - ペガサス 逗　子 津久井 津久井 逗　子

14:30 5. m 浦　賀 - 馬　堀 高　坂 フリーズ 田　戸 田　戸 14:30 5. m 船　越 - 大　楠 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 名　向 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 桜

15:45 6. m 高　坂 - フリーズ 連　盟 野　比 浦　賀 野　比 15:45 6. m 津久井 - ＲＵＳＨ 大　楠 船　越 船　越 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ

17:00 17:00

＊会場準備は８：３０より行います。（連盟役員のみで実施） 入場時間

＊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。） 8:45 ～ 野　比 田　戸ｍ 大　楠ｆ ペガサス

＊受付係に、「大会参加健康チェックシート」の提出をお願いします。 9:00 ～ 浦　郷 逗　子

＊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。 9:30 ～ 富士見 武　山 城　北 浦　賀

＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。 10:45 ～ 名　向 ﾚｲｱｯﾌﾟｽ 退館時間（目安）

＊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。 12:00 ～ 田　戸ｆ 馬堀ｍｆ 桜ｍｆ 12:30 野　比 城　北

＊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、 12:30 ～ 津久井 大　楠ｍ 富士見 武　山

　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。 13:15 ～ 船　越 浦　郷 逗　子

14:15 ～ 高　坂 フリーズ

６月　　２６日（日）　根岸小会場
会場責任者 浮津　賢司 コート主任 中村　優仁

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 入場時間

9:30 1. m 富士見 - 逗　子 武　山 浦　郷 根　岸 浦　郷 9:00 ～ 富士見 逗　子

10:45 2. f 武　山 - 浦　郷 逗　子 富士見 富士見 野　比 9:30 ～ 武　山 浦　郷 退館時間（目安）

12:00 11:00 逗　子

13:00 3. f 野　比 - 根　岸 葉　山 鶴久保 武　山 逗　子 12:30 ～ 野　比 12:30 浦　郷 富士見

14:15 4. m 鶴久保 - 葉　山 野　比 根　岸 野　比 根　岸 13:00 ～ 鶴久保 葉　山

15:30

＊開門は８：３０からになりますので、近隣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。

＊構内入場は、時間割表に従ってご入場お願いします。（審判・ＭＣは単独で入館ください。） ＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

＊受付係に、「大会参加健康チェックシート」の提出をお願いします。

＊待機場所や会場注意事項に関しては、会場チーム保護者会の指示に従ってください。

＊駐車場は、1チーム４台以内でお願いします。

審　　判

審　　判 審　　判

13:30

審　　判



７月　　２日（土）　潮風アリーナ
会場責任者 鈴木　基史 コート主任 三上　裕司

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 入場時間

9:30 1. m 田　戸 - 鶴久保 武　山 葉　山 浦　郷 浦　郷 8:45 ～ 田　戸 鶴久保

10:45 2. m 葉　山 - 武　山 田　戸 鶴久保 田　戸 大　楠 9:00 ～ 浦　郷

12:00 3. m 浦　郷 - 津久井 北下浦 ネッツ 武　山 北下浦 9:30 ～ 葉　山 武　山 退館時間（目安）

13:15 4. m 名　向 - 大　楠 浦　郷 津久井 津久井 ネッツ 10:45 ～ 津久井 11:00 鶴久保

14:30 5. m ネッツ - 北下浦 大　楠 名　向 名　向 葉　山 12:00 ～ 名　向 大　楠 12:30 田　戸 葉　山

15:45 13:15 ～ ネッツ 北下浦 13:30 武　山

＊会場準備は８：３０より行います。（連盟役員のみで実施） ＊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。

＊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。） ＊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。

＊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４台までと致します。 ＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

　また、近隣の商業施設への駐車からの来場は禁止です。

７月　　３日（日）　サブアリーナ 会場責任者 福島　大輔/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 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

9:30 1. f 木古庭 - 鶴久保 浦　郷 城　北 船　越 ペガサス 9:30 1. f 桜ﾎﾜｲﾄ - 北下浦 逗　子 山　手 野　比 野　比

10:45 2. f 浦　郷 - 城　北 ペガサス 鶴久保 木古庭 木古庭 10:45 2. f 山　手 - 逗　子 野　比 馬　堀 北下浦 北下浦

12:00 3. f 船　越 - 田　戸 木古庭 津久井 城　北 浦　郷 12:00 3. m 逗　子 - 野　比 北下浦 桜 山　手 桜

13:15 13:15

14:00 4. f 野　比 - ペガサス 田　戸 船　越 田　戸 津久井 14:00 4. m ＲＵＳＨ - 山　手 馬　堀 フリーズ 逗　子 逗　子

15:15 5. f 津久井 - 船　越 ペガサス 野　比 ペガサス 田　戸 15:15 5. m フリーズ - 馬　堀 山　手 桜 桜 山　手

16:30 16:30

入場時間

8:45 ～ 木古庭 鶴久保 桜ﾎﾜｲﾄ 北下浦

9:00 ～ 船　越 野　比ｍ

9:30 ～ 浦　郷 城　北 山　手ｆ 逗子mf 退館時間（目安）

10:45 ～ 田　戸 11:00 鶴久保 桜ﾎﾜｲﾄ

13:00 ～ 野　比ｆ ペガサス ＲＵＳＨ 山　手ｍ 12:30 木古庭 浦　郷 北下浦

14:00 ～ 津久井 フリーズ 馬　堀 13:30 野　比ｍ

＊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。） ＊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。

＊受付係に、「大会参加健康チェックシート」の提出をお願いします。 ＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

＊更衣室は通常通り使用できます。施設の制限表記にしたがってください。　保護者が付添い、1チーム毎で使用してください。使用後の消毒にご協力ください。

 ７月　　１０日（日）　潮風アリーナ → ７月　　１７日（日）　潮風アリーナ
会場責任者 鈴木　基史 コート主任 三上　裕司

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 入場時間

9:30 1. m 名　向 - 船　越 武　山 鶴久保 山　手 山　手 8:45 ～ 名　向 船　越

10:45 2. m 武　山 - 鶴久保 山　手 名　向 名　向 逗　子 9:00 ～ 山　手 退館時間（目安）

12:00 3. m 山　手 - 津久井 田　戸 船　越 武　山 田　戸 9:45 ～ 武　山 鶴久保 11:00 船　越

13:15 4. m 田　戸 - 逗　子 城　北 北下浦 津久井 北下浦 10:45 ～ 津久井 12:30 名　向 鶴久保

14:30 5. m 北下浦 - 城　北 逗　子 津久井 逗　子 名　向 12:00 ～ 田　戸 逗　子 13:30 山　手

15:45 6. 13:15 ～ 北下浦 城　北

＊会場準備は８：３０より行います。（連盟役員のみで実施） ＊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。

＊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。） ＊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。

＊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。 ＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

＊駐車場に限りがございます、１チーム４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。

審　　判 審　　判

審　　判

審　　判



７月　　３１日（ 日 ）　サブアリーナ
会場責任者 菅田　礼子 コート主任 白濵　幸治

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 入場時間

9:30 1. f 鶴久保 - 馬　堀 武　山 大　楠 大　楠 城　北 8:45 ～ 鶴久保 馬　堀

10:45 2. f 武　山 - 城　北 田　戸 馬　堀 鶴久保 鶴久保 9:00 ～ 大　楠

12:00 3. f 馬　堀 - 大　楠 武　山 城　北 城　北 田　戸 9:30 ～ 武　山 城　北

13:15 4. f 田　戸 - 鶴久保 大　楠 木古庭 馬　堀 木古庭

14:30 5. f 大　楠 - 木古庭 田　戸 鶴久保 田　戸 武　山 12:00 ～ 田　戸 木古庭

15:45

＊会場準備は８：００より行います。（連盟役員のみで実施） ＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

＊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。） ＊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。

＊受付係に、「大会参加健康チェックシート」の提出をお願いします。 ＊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。

＊更衣室として第２・３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（１２名）に使用してください。使用後の消毒にご協力ください。

７月　　３１日（ 日 ）　根岸小会場
会場責任者 浮津　賢司 コート主任 五十嵐　洋佑/小林　優希

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 入場時間

9:30 1. f 山　手 - ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 野　比 桜ﾎﾜｲﾄ 根　岸 野　比 8:45 ～ 山　手 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ

10:45 2. f 桜ﾎﾜｲﾄ - 野　比 山　手 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 山　手 山　手 9:30 ～ 桜ﾎﾜｲﾄ 野　比 退館時間（目安）

12:00 3. 11:00 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ

13:00 4. f ペガサス - 根　岸 北下浦 アルファ 野　比 北下浦 12:30 ～ ペガサス 12:30 桜ﾎﾜｲﾄ 山　手

14:15 5. f アルファ - 北下浦 ペガサス 根　岸 ペガサス 根　岸 13:00 ～ アルファ 北下浦 13:00

＊会場準備は８：３０より行います。（連盟役員のみで実施） ＊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。

＊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。） ＊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。

＊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４台までと致します。 ＊試合及びTO終了後は、速やかに待機場に移動ください。

　また、近隣の商業施設への駐車からの来場は禁止です。

８月　　６日（土）　メインアリーナ 会場責任者 廣川　秀一

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

右ベンチ 左ベンチ Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ 右ベンチ 左ベンチ 審　　判 Ｔ．Ｏ Ｍ・Ｃ

9:30 1. f 富士見 - 浦　郷 野　比 城　北 田　戸 武　山 9:30 1. m ネッツ - フリーズ 逗　子 高　坂 城　北 北下浦

10:45 2. m 武　山 - 野　比 田　戸 ＲＵＳＨ 浦　郷 大　楠 10:45 2. m 高　坂 - 北下浦 連　盟 ネッツ フリーズ 逗　子

12:00 3. m 富士見 - 田　戸 武　山 浦　郷 野　比 野　比 12:00 3. f 城　北 - 逗　子 葉　山 フリーズ 高　坂 ネッツ

13:15 4. m ＲＵＳＨ - 浦　郷 山　手 富士見 富士見 木古庭 13:15 4. m 城　北 - ネッツ 北下浦 船　越 葉　山 高　坂

14:30 5. m 大　楠 - 山　手 木古庭 名　向 ＲＵＳＨ ＲＵＳＨ 14:30 5. f 鶴久保 - 船　越 逗　子 ネッツ ネッツ 城　北

15:45 6. m 名　向 - 木古庭 大　楠 浦　郷 大　楠 山　手 15:45 6. m 逗　子 - 葉　山 連　盟 鶴久保 鶴久保 船　越

17:00 17:00

入場時間

8:45 ～ 富士見ｍｆ 浦　郷 ネッツ フリーズ

9:00 ～ 田　戸 城　北

9:30 ～ 武　山 野　比 高　坂 北下浦 退館時間（目安）

10:45 ～ 逗　子 12:30 武　山 フリーズ 北下浦

11:30 ～ ＲＵＳＨ 浦　郷 13:30 野　比 高　坂

12:30 ～ 大　楠 山　手 鶴久保 船　越 葉　山

14:00 ～ 名向 木古庭 逗子ｍ

＊会場準備は８：３０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。） ＊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。

＊受付係に、「大会参加健康チェックシート」の提出をお願いします。 ＊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、 ＊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。

　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



８月　　７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 五十嵐　洋佑 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. f 逗　子 - ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 武　山 山　手 田　戸 山　手 9:30 1. f 野　比 - 北下浦 連　盟 木古庭 根　岸 桜

10:45 2. f 山　手 - 武　山 逗　子 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 馬　堀 10:45 2. m 木古庭 - ＲＵＳＨ 北下浦 野　比 野　比 根　岸

12:00 12:00

13:15 3. f 津久井 - 田　戸 馬　堀 木古庭 武　山 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 13:15 3. f 北下浦 - 根　岸 アルファ 桜 木古庭 野　比

14:30 4. f 馬　堀 - 木古庭 田　戸 津久井 津久井 田　戸 14:30 4. f アルファ - 桜ﾎﾜｲﾄ 北下浦 根　岸 北下浦 北下浦

15:45 15:45

入場時間

8:45 ～ 逗　子 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 野　比 北下浦

9:00 ～ 田　戸 根　岸

9:30 ～ 山　手 武　山 木古庭ｍ ＲＵＳＨ 退館時間（目安）

11:00 逗　子

12:00 ～ 津久井 12:30 山　手 ﾌﾗｯﾊﾟｰｽﾞ 野　比 ＲＵＳＨ 木古庭ｍ

13:00 ～ 馬　堀 木古庭ｆ アルファ 桜ﾎﾜｲﾄ

＊会場準備は８：３０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。） ＊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。

＊受付係に、「大会参加健康チェックシート」の提出をお願いします。 ＊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、 ＊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。

　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


