
２０１７楽しい楽しい連休ミニカップ参加チーム

　５月６日　３年 高島平，ＢＬＵＥ，桜川，ペガサス，北前野，シルバー，熊野，中台，北野

午前中グループ２０分ゲーム４本 北前野，シルバー，熊野，中台，北野

午後中グループ２５分ゲーム３本 高島平，ＢＬＵＥ，桜川，ペガサス

時間 主審　１名 副審　２名

1 ９：００～９：２０ 北前野 シルバー 北野 北前野

2 ９：２５～９：４５ 熊野 中台 北前野 シルバー

3 ９：５０～１０：１０ 北野 北前野 熊野 中台

4 １０：１５～１０：３５ シルバー 中台 北野 北前野

5 １０：４０～１１：００ 熊野 北野 中台 シルバー

6 １１：０５～１１：２５ 北前野 中台 熊野 北野

7 １１：３０～１１：５５ シルバー 熊野 北前野 中台

8 １２：００～１２：２０ 北野 中台 シルバー 熊野

9 １２：２５～１２：４５ 北前野 熊野 中台 北野

10 １２：５０～１３：１０ シルバー 北野 ペガサス 熊野

11 １３：１５～１３：４０ 高島平 ＢＬＵＥ シルバー ペガサス

12 １３：４５～１４：１０ 桜川 ペガサス ＢＬＵＥ 高島平

13 １４：１５～１４：４０ 高島平 ペガサス 桜川 ＢＬＵＥ

14 １４：４５～１５：１０ ＢＬＵＥ 桜川 高島平 ペガサス

15 １５：１５～１５：４０ 高島平 桜川 ＢＬＵＥ 桜川

16 １５：４５～１６：１０ ＢＬＵＥ ペガサス 桜川 高島平

17 １６：１５～１６：３０

18 １６：３５～１６：５０

対戦



２０１７楽しい楽しい連休ミニカップ参加チーム

　４月３０日　２年 高島平，ＢＬＵＥ，桜川，ペガサス，北前野，シルバー，熊野，中台，北野，リトル，志村東

４チーム３グループ １８ゲーム 高島平，北前野，ＢＬＵＥ，ペガサス

全て２０分ゲーム 北野，桜川，熊野，リトル

中台，シルバー，志村東，ペガサス

試合時間 主審 副審

1 ９：００～ 高島平 北前野 ペガサス ＢＬＵＥ

2 ９：２５～ ＢＬＵＥ ペガサス 高島平 北前野

3 ９：５０～ 高島平 ペガサス ＢＬＵＥ ペガサス

4 １０：１５～ ＢＬＵＥ 北前野 高島平 ペガサス

5 １０：４０～ ＢＬＵＥ 高島平 北前野 ＢＬＵＥ

6 １１：０５～ ペガサス 北前野 ＢＬＵＥ 高島平

7 １１：３０～ 北野 桜川 ペガサス 北前野

8 １１：５５～ 熊野 リトル 北野 桜川

9 １２：２０～ 北野 熊野 リトル 熊野

10 １２：４５～ 桜川 リトル 熊野 北野

11 １３：１０～ 桜川 熊野 桜川 リトル

12 １３：３５～ 北野 リトル 桜川 熊野

13 １４：００～ シルバー 熊野 北野 リトル

14 １４：０５～ 中台 シルバー 熊野 シルバー

15 １４：３０～ 志村東 ペガサスＡ 中台 シルバー

16 １４：５５～ 中台 ペガサスＡ 志村東 北野

17 １５：２０～ シルバー 志村東 中台 ペガサスＡ

18 １５：４５～ 中台 志村東 シルバー 志村東

19 １６：１０～ シルバー ペガサスＡ 中台 シルバー

１６：３５～

１３試合までに２０分ほど縮めたいので１４試合目１４：０５～にしましたので

ご協力よろしくお願いします。

対戦



２０１７楽しい楽しい連休ミニカップ参加チーム

　４月３０日　２年 高島平Ａ，高島平Ｂ，ＢＬＵＥ，桜川，ペガサス，シルバー

審判 審判

1 ９：２０～９：３５ 高島平Ａ ＢＬＵＥ 桜川 高島平Ｂ シルバー ペガサス

2 ９：４０～９：５５ 高島平Ａ 桜川 ＢＬＵＥ ペガサス シルバー 高島平Ｂ

3 １０：００～１０：１５ 桜川 ＢＬＵＥ 高島平Ａ ペガサス 高島平Ｂ シルバー

4 １０：２０～１０：３５ 高島平Ａ ＢＬＵＥ 桜川 高島平Ｂ シルバー ペガサス

5 １０：４０～１０：５５ 高島平Ａ 桜川 ＢＬＵＥ ペガサス シルバー 高島平Ｂ

6 １１：００～１１：１５ ＢＬＵＥ 桜川 高島平Ａ ペガサス 高島平Ｂ シルバー

7 １１：２０～１１：３５

8 １１：４０～１１：５５

9 トンボ

10

Ａコート　対戦 Ｂコート　対戦
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