
第74回交流大会予選(12/2(日)そうか公園試合スケジュール

（20分ハーフ） （20分ハーフ） （15分ハーフ）

SEQ
開始
終了

ｸﾗｽ
ﾌﾞﾛｯｸ

A側
(得点)

Ｂ側
(得点)

審判 SEQ
開始
終了

ｸﾗｽ
ﾌﾞﾛｯｸ

A側
(得点)

Ｂ側
(得点)

審判 SEQ
開始
終了

ｸﾗｽ
ﾌﾞﾛｯｸ

A側
(得点)

Ｂ側
(得点)

審判

9:00 ひまわりフロール 草加東 みのべ 9:00 草加東 長栄 住吉エス 9:00 草加住吉 清門 瀬崎

9:45 松原 9:45 住吉アミ 9:35 松原

9:55 みのべ 松原 ひまわりフロール 9:55 ひまわり 新田 草加東 9:45 瀬崎 松原 草加住吉

10:40 草加東 10:40 住吉エス 10:20 清門

11:00 ひまわりフロール 草加住吉 みのべ 11:00 草加東 住吉アミ ひまわり 10:30 草加住吉 みのべ 瀬崎

11:45 稲荷 11:45 長栄 11:05 高砂

11:55 みのべ 稲荷 ひまわりフロール 11:55 ひまわり 住吉エス 草加東 11:15 瀬崎 高砂 草加住吉

12:40 草加住吉 12:40 新田 11:50 みのべ

13:00 草加東 草加住吉 松原 13:00 長栄 住吉アミ 新田 12:00 清門 みのべ 松原

13:45 稲荷 13:45 ひまわり 12:35 高砂

13:55 松原 稲荷 住吉アミ 13:55 新田 住吉エス 長栄 12:45 松原 高砂 清門

14:40 草加住吉 14:40 草加東 13:20 みのべ

草加住吉さんが当該審判にならない様に調整 11/27　試合の時間を修正しました（平川）

Ｆクラス （15分ハーフ） Ｆクラス （15分ハーフ） 審判割当数(ABDクラス） 審判割当数(ＦクラスD面）
SEQ

開始
終了

ｸﾗｽ
ﾌﾞﾛｯｸ

A側
(得点)

Ｂ側
(得点)

審判 SEQ
開始
終了

ｸﾗｽ
ﾌﾞﾛｯｸ

A側
(得点)

Ｂ側
(得点)

審判 ﾁｰﾑ名 試合 審判 ﾁｰﾑ名試合 審判
9:00 ひまわり 両新田 高砂 9:00 草加東 新田 瀬崎 ひまわりフロール 2 2 ひまわり 3 3
9:35 松原 9:35 住吉 草加東 4 4 両新田 3 3
9:45 高砂 松原 ひまわり 9:45 瀬崎 住吉 草加東 草加住吉 4 4 高砂 3 3
10:20 両新田 10:20 新田 みのべ 4 4 松原 3 3
10:35 ひまわり 高砂 両新田 10:30 草加東 みのべ 瀬崎 松原 4 4
11:10 松原 11:05 草加Ｊｒ． 稲荷 2 2
11:20 両新田 松原 ひまわり 11:15 瀬崎 草加Ｊｒ． 草加東 清門 2 2
11:55 高砂 11:50 みのべ 長栄 2 2 審判割当数(ＦクラスＥ面）
12:10 ひまわり 松原 両新田 12:00 新田 みのべ 住吉 住吉アミ 2 2 ﾁｰﾑ名試合 審判
12:45 高砂 12:35 草加Ｊｒ． ひまわり 2 2 草加東 2 2
12:55 両新田 高砂 松原 12:45 住吉 草加Ｊｒ． みのべ 新田 2 2 新田 2 2
13:30 ひまわり 13:20 新田 住吉エス 2 2 住吉 2 2

瀬崎 2 2 瀬崎 2 2
高砂 2 2 みのべ 2 2

主審1名、4審1名 主審1名、4審1名 草加Ｊｒ． 2 2

第7試合 -

第6試合 Ｆ－Ａ -

第4試合 Ｆ－Ａ -

第5試合 Ｆ－Ａ -

【Dコート(8リーグ)】 【Ｅコート(8リーグ)】

第3試合 Ｆ－Ｂ -第3試合 Ｆ－Ａ -

第2試合 Ｆ－Ｃ -第2試合 Ｆ－Ａ -

第1試合 Ｆ－Ｂ -第1試合 Ｆ－Ａ -

【Ａコート(北側)】 【Ｂコート(南側)】 【Ｃコート(原石コート)】

第1試合 Ａ－Ｄ - 第1試合 Ｂ－Ａ - 第1試合 Ｄ－Ａ -

第2試合 Ｂ－Ｄ - 第2試合 Ｂ－Ｂ - 第2試合 Ｄ－Ｂ -

第3試合 Ａ－Ｄ - 第3試合 Ｂ－Ａ - 第3試合 Ｄ－Ａ -

第4試合 Ｂ－Ｄ - 第4試合 Ｂ－Ｂ - 第4試合 Ｄ－Ｂ -

第5試合第5試合 Ａ－Ｄ - 第5試合 Ｂ－Ａ - Ｄ－Ａ -

第6試合 Ｂ－Ｄ - 第6試合 Ｂ－Ｂ - 第6試合 Ｄ－Ｂ -

第7試合 第7試合 第7試合 -

第8試合 -第8試合 - 第8試合 -

第4試合 Ｆ－Ｃ -

第5試合 Ｆ－Ｂ -

第6試合 Ｆ－Ｃ -

第7試合 -


