
  8:20 開場・受付開始・アップ開始（～45分まで）

   :30 受付終了

   :45 監督会議

   :50 開会式

主審 副審 主審 副審

 9:10 予選1 御所イエローファルコン SHINANO DBC  9:10 予選1 神風クレインズ 祝梅ゴッドファイターズ

:20 予選2 元江別レッド・ソルジャー Sapporo☆Happiness 信濃 :20 予選2 SONIC 江東ベルファスト 神風 祝梅

   :30 予選① 神風クレインズキッズ Happiness☆Kids 元江別 札幌    :30 予選① mini SHINANO 神風クレインズＪｒ SONIC 江

:38 予選3 御所イエローファルコン 対雁Vブルーウイング 神風キ 札幌Ｋ :38 予選3 SHINANO DBC 祝梅ゴッドファイターズ m信濃 神風Ｊｒ

   :48 予選② Happiness☆Kids 神風クレインズJr 対雁    :48 予選② 神風クレインズキッズ 元江別レッド☆スター 信濃 祝梅

:56 予選4 御所イエローファルコン Sapporo☆Happiness 札幌Ｋ 神風Jr :56 予選4 神風クレインズ 江東ベルファスト 神風キ スター

10:06 予選5 元江別レッド・ソルジャー 対雁Vブルーウイング 札幌 10:06 予選5 SHINANO DBC SONIC 神風 江東

:16 予選③ 神風クレインズJr 元江別レッド☆スター 元江別 対雁 :16 予選③ Happiness☆Kids mini SHINANO 信濃 SONIC

:24 予選6 祝梅ゴッドファイターズ Sapporo☆Happiness 神風Jr スター :24 予選6 SHINANO DBC 江東ベルファスト 札幌Ｋ m信濃

:34 予選7 神風クレインズ SONIC 祝梅 札幌 :34 予選7 御所イエローファルコン 元江別レッド・ソルジャー 信濃 江東

   :44 予選④ 元江別レッド☆スター mini SHINANO 神風 SONIC    :44 予選④ 神風クレインズＪｒ 神風クレインズキッズ 元江別

:52 予選8 Sapporo☆Happiness 江東ベルファスト スター m信濃 :52 予選8 祝梅ゴッドファイターズ 対雁Ｖブルーウイング 神風Ｊｒ 神風キ

11:02 予選9 SHINANO DBC 神風クレインズ 札幌 江東 11:02 予選9 SONIC 元江別レッド・ソルジャー 祝梅 対雁

:12 予選⑤ mini SHINANO 神風クレインズキッズ 信濃 神風 :12 予選⑤ 元江別レッド☆スター Happiness☆Kids SONIC 元江別

   :20 予選10 江東ベルファスト 対雁Vブルーウイング m信濃 神風キ    :20 予選10 祝梅ゴッドファイターズ 元江別レッド・ソルジャー スター 札幌Ｋ

:30 予選11 Sapporo☆Happiness SONIC 江東 対雁 :30 予選11 神風クレインズ 御所イエローファルコン 祝梅 元江別

:40 予選⑥ 神風クレインズキッズ Happiness☆Kids 札幌 SONIC :40 予選⑥ mini SHINANO 神風クレインズＪｒ 神風

:48 予選12 対雁Ｖブルーウイング SONIC 神風キ 札幌Ｋ :48 予選12 江東ベルファスト 元江別レッド・ソルジャー m信濃 神風Ｊｒ

   :58 予選13 Sapporo☆Happiness 神風クレインズ 対雁 SONIC    :58 予選13 祝梅ゴッドファイターズ 御所イエローファルコン 江東 元江別

12:08 予選⑦ Happiness☆Kids 神風クレインズＪｒ 札幌 神風 12:08 予選⑦ 神風クレインズキッズ 元江別レッド☆スター 祝梅

   :16 予選14 対雁Ｖブルーウイング 神風クレインズ 札幌Ｋ 神風Ｊｒ    :16 予選14 江東ベルファスト 御所イエローファルコン 神風キ スター

:26 予選15 Sapporo☆Happiness SHINANO DBC 対雁 神風 :26 予選15 SONIC 祝梅ゴッドファイターズ 江東

   :36 予選⑧ 神風クレインズJr 元江別レッド☆スター 札幌 信濃    :36 予選⑧ Happiness☆Kids mini SHINANO SONIC 祝梅

:44 予選16 元江別レッド・ソルジャー 神風クレインズ 神風Jr スター :44 予選16 SONIC 御所イエローファルコン 札幌Ｋ m信濃

:54 予選17 対雁Ｖブルーウイング SHINANO DBC 元江別 神風 :54 予選17 江東ベルファスト 祝梅ゴッドファイターズ SONIC

予選リーグ

Ａコート Ｂコート試合時間 線審 線審試合時間



13:04 予選⑨ 元江別レッド☆スター mini SHINANO 対雁 信濃 13:04 予選⑨ 神風クレインズＪｒ 神風クレインズキッズ 江東 祝梅

:12 予選18 元江別レッド・ソルジャー SHINANO DBC スター m信濃 :12 予選18 対雁Ｖブルーウイング Sapporo☆Happiness 神風Ｊｒ 神風キ

   :22 予選⑩ mini SHINANO 神風クレインズキッズ 元江別 信濃    :22 予選⑩ 元江別レッド☆スター Happiness☆Kids 対雁 札幌

14:00 Jr1回戦 Jr①　　　　3位 5位 14:00 Ｊｒ準決勝 Ｊｒ②　　　　1位 4位

:10 Ｊｒ準決勝 Ｊｒ③　　Ｊｒ①の勝者 2位

:20 1回戦 ①　　　　  　I E :20 準々決勝 ②　　　　　　Ｇ Ｂ

:40 準々決勝 ③　　　　　 C H :40 準々決勝 ④　　　　　　F Ｄ

15:00 準々決勝 ⑤　　　　　 A ①の勝者

:20 Jr決勝 Jr④　　Ｊｒ②の勝者 Ｊｒ③の勝者

:40 準決勝 ⑥　　　　③の勝者　　　 ④の勝者 15:40 準決勝 ⑦　　　　⑤の勝者 ②の勝者

:50 決勝 ⑧　　　　⑦の勝者 ⑥の勝者

16:20　　　　　　 試合終了・閉会式

   :50　　　　　　 閉会式終了・解散

　　※ の試合はジュニアです。

　　※ のついている試合は、３セットマッチ（２セット先取）で行います。

　　※ 基本的に自チーム試合後に線審（各チーム1名）の割り当てとなっております。試合の進行の妨げにならないよう各自で確認し

待機場所で待機するよう確認お願いいたします。

※ 空欄は運営審判で行います。

休憩

決勝トーナメント


