
　　　（１日目）タイムテーブル　　　　　　　2017/3/4（土）　審判長

7:30～ 9:00～ 9:30～14:00 14:00～15:00 15:00～16:00 16:00～17:00 17:00～18:00

1 中男2 中男1 中男201

2 中男3 中男1 中男201 中男301

3 中男4 中男10 中男202 中男301 中男401

4 中男5 中男10 中男202 中男401

5 練習 開会式 中男6 中男101 中男203 中男302

6 中男7 中男101 中男203 中男302

7 中男8 中男102 中男204

8 中男9 中男102 中男204

9 中女1

10 中女2 中女101 中女201 中女301

11 中女3 中女101 中女201 中女301

12 中女4 中女102

13 中女5 中女102 中女202

14 中女6 中女103 中女202

15 中女7 中女103

16 小男2

17 小男3 小男1 小男201

18 小男4 小男1 小男201 小男301 小男401

19 小男5 小男202 小男301 小男401

20 小男6 小男101 小男202

21 小男7 小男101 小男203 小男302

22 小男8 小男102 小男203 小男302

23 小男9 小男102 小男204

24 小男10 小男204

25 小女1 小女101

26 小女2 小女101 小女201

27 小女3 小女102 小女201

28 小女4 小女102 小女301

29 小女5 小女103 小女301

30 小女6 小女103 小女202

31 小女7 小女104 小女202

32 小女8 小女104

※①団体小・中学生ともに相互審判、決勝トーナメント準決勝以降は本部審判。

　 ②練習はコートチェンジ無しで３０秒。試合進行状況によりコートを変更して試合を行う場合があります。
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団体戦予選リーグ、決勝トーナメント



個人リーグ戦、決勝トーナメント

8:30 9:15 10：00 10：45 12：00 12：45 13：30 13：50 14：10 14：30 14：50 15：10 15：30 15：50 16：20 16:40 17:00

1 中2男1 中2男1 中2男22 中2男20 中2男8 中2男11 中2男15 中2男105 中2男109 中2男115 中2男205 中2男211 中2男301 中2男305 中2男401

2 中2男2 中2男5 中2男23 中2男21 中2男9 中2男12 中2男18 中2男106 中2男110 中2男116 中2男206 中2男212 中2男302 中2男306 中2男402 中2男501

3 中2男3 中2男6 中2男24 中2男24 中2男10 中2男13 中2男101 中2男107 中2男111 中2男201 中2男207 中2男213 中2男303 中2男307 中2男403 中2男502 中2男601

4 中2男4 中2男7 中2男19 中2男16 中2男17 中2男14 中2男102 中2男108 中2男112 中2男202 中2男208 中2男214 中2男304 中2男308 中2男404

5 中2女1 中2女1 中2女3 中2女5 中2女7 中2女8 中2男103 中2女201 中2男113 中2男203 中2男209 中2男215 中1男201 中2女301 中2女303 中2女401 中2女501

6 中2女6 中2女9 中2女9 中2女2 中2女4 中2女101 中2男104 中1男106 中2男114 中2男204 中2男210 中2男216 中1男202 中2女302 中2女304 中2女402

7 中1男1 中1男4 中1男7 中1男11 中1男13 中1男101 中2女102 中1男107 中1男110 中2女203 中2女205 中2女207 中1男203 中1男205 中1男301 中1男401 中1男501

8 中1男2 中1男5 中1男14 中1男8 中1男10 中1男102 中2女202 中1男108 中1男111 中2女204 中2女206 中2女208 中1男204 中1男206 中1男302 中1男402

9 中1男3 中1男6 中1男9 中1男12 中1男15 中1男103 中1男104 中1男109 中1男112 中1男113 中1男114 中1女208 中1女301 中1男207 中1男303

10 中1女6 中1女1 中1女2 中1女4 中1女8 中1女102 中1男105 中1女201 中1女203 中1女204 中1女206 ホ男204 中1女302 中1男208 中1男304 中1女401 中1女501

11 中1女9 中1女5 中1女3 中1女7 中1女101 中1女202 ホ男104 ホ男111 ホ男118 中1女205 中1女207 ホ男205 中1女303 ホ男301 中1女304 中1女402

12 ホ男1 ホ男1 ホ男28 ホ男24 ホ男12 ホ男20 ホ男105 ホ男112 ホ男119 ホ男124 ホ男130 ホ男206 ホ男211 ホ男302 ホ男401 ホ男501 ホ男601

13 ホ男2 ホ男7 ホ男29 ホ男25 ホ男13 ホ男21 ホ男106 ホ男113 ホ男120 ホ男125 ホ男131 ホ男207 ホ男212 ホ男303 ホ男402 ホ男502

14 ホ男3 ホ男8 ホ男30 ホ男26 ホ男14 ホ男22 ホ男107 ホ男114 ホ男121 ホ男126 ホ男132 ホ男208 ホ男213 ホ男304 ホ男403

15 ホ男4 ホ男9 ホ男31 ホ男27 ホ男15 ホ男101 ホ男108 ホ男115 ホ男122 ホ男127 ホ男201 ホ男209 ホ男214 ホ男305 ホ男404

16 ホ男5 ホ男10 ホ男32 ホ男18 ホ男16 ホ男102 ホ男109 ホ男116 ホ男123 ホ男128 ホ男202 ホ男210 ホ男215 ホ男306

17 ホ男6 ホ男11 ホ男17 ホ男23 ホ男19 ホ男103 ホ男110 ホ男117 ホ女115 ホ男129 ホ男203 ホ女212 ホ男216 ホ男307

18 ホ女2 ホ女9 ホ女1 ホ女22 ホ女1 ホ女20 ホ女105 ホ女110 ホ女116 ホ女202 ホ女207 ホ女213 ホ女301 ホ男308 ホ女401 ホ女501 ホ女601

19 ホ女3 ホ女12 ホ女23 ホ女24 ホ女11 ホ女101 ホ女106 ホ女111 ホ女117 ホ女203 ホ女208 ホ女214 ホ女302 ホ女304 ホ女402 ホ女502

20 ホ女5 ホ女15 ホ女4 ホ女25 ホ女13 ホ女102 ホ女107 ホ女112 ホ女118 ホ女204 ホ女209 ホ女215 ホ女303 ホ女305 ホ女403

21 ホ女6 ホ女18 ホ女8 ホ女14 ホ女17 ホ女103 ホ女108 ホ女113 ホ女201 ホ女205 ホ女210 ホ女216 カ男302 ホ女306 ホ女404

22 ホ女7 ホ女21 ホ女10 ホ女16 ホ女19 ホ女104 ホ女109 ホ女114 カ男201 ホ女206 ホ女211 カ男213 カ男303 ホ女307 カ男401

23 カ男1 カ男1 カ男13 カ男7 カ男5 カ男11 カ男104 カ男109 カ男202 カ男205 カ男209 カ男214 カ男304 ホ女308 カ男402

24 カ男22 カ男22 カ男17 カ男19 カ男6 カ男2 カ男105 カ男110 カ男203 カ男206 カ男210 カ男215 カ男305 カ男307 カ男403 カ男501 カ男601

25 カ男14 カ男12 カ男18 カ男20 カ男8 カ男101 カ男106 カ男111 カ男204 カ男207 カ男211 カ男216 カ男306 カ男308 カ男404 カ男502

26 カ男15 カ男16 カ男21 カ男3 カ男9 カ男102 カ男107 カ男112 カ女104 カ男208 カ男212 カ男301 カ女201 カ女205 カ女301 カ女401 カ女501

27 カ女1 カ女1 カ女6 カ男4 カ男10 カ男103 カ男108 カ女101 カ女105 カ女106 カ女111 カ女114 カ女202 カ女206 カ女302 カ女402

28 カ女2 カ女4 カ女7 カ女15 カ女11 カ女13 カ女9 カ女102 カ女107 カ女109 カ女112 カ女115 カ女203 カ女207 カ女303

29 カ女3 カ女5 カ女8 カ女16 カ女12 カ女14 カ女10 カ女103 カ女108 カ女110 カ女113 カ女116 カ女204 カ女208 カ女304

30 バ男1 バ男5 バ男9 バ男4 バ男7 バ男101 バ男102 バ男201 バ男203 バ男205 バ男206 バ男208 バ男301 バ男303 バ男401 バ男402 バ男501

31 バ男6 バ男2 バ男3 バ女3 バ男8 バ女4 バ男202 バ女102 バ男204 バ女105 バ男207 予備 バ男302 バ男304 バ女203 バ女301

32 バ女1 バ女8 バ女2 バ女7 バ女6 バ女5 バ女101 バ女103 バ女104 バ女106 バ女107 バ女108 バ女201 バ女202 バ女204 バ女302 バ女401

※①中学生・ホープス・カブは相互審判、決勝トーナメントは敗者審判で準決勝より本部審判。

   ②練習はコートチェンジ無しで３０秒。試合進行状況によりコートを変更して試合を行う場合があります。

　　　（２日目）タ　イ　ム　テ　－　ブ　ル　　　　　　　　　　　2017/3/5(日) 審判長
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