
ドッジボール予選リーグスケジュール表（オープンブロック）　　　　　　　令和元年８月11日

奥　　　　　側 入　口　側 入　口　側 奥　　　　側

予定時間 9:00

No No No No

第1試合 　9:30 1 梅が丘 プラムボーイズ 2 上中妻 上中妻ウエストボーイズ 13 内原 内原一区 14 妻里 妻里ファイターズ

第2試合 　9:45 4 酒門 レインボードラゴン 5 緑岡 丹下ブルーサンダー 16 浜田 令和エス・ケー・ディー 17 吉田 吉田オーバーライン

第3試合 10:00 7 稲荷一 稲荷ストロング 8 吉沢 マッハ吉沢 19 河和田 チーム北 20 大場 大場セブンリバース

第4試合 10:15 10 城東 城東ブルードラゴン 11 常磐 ときわ 15 鯉淵 こいぶち 13 内原 内原一区

第5試合 10:30 3 双葉台 チームファイナル 1 梅が丘 プラムボーイズ 18 渡里 渡里ヴィクトリーズ 16 浜田 令和エス・ケー・ディー

第6試合 10:45 6 寿 寿ゴールデンファイターズ 4 酒門 レインボードラゴン 12 上大野 上大野モンスターズ 10 城東 城東ブルードラゴン

第7試合 11:00 9 笠原 笠原ロックス 7 稲荷一 稲荷ストロング 21 石川 石川ノースボーイズ 19 河和田 チーム北

第8試合 11:15 2 上中妻 上中妻ウエストボーイズ 3 双葉台 チームファイナル 14 妻里 妻里ファイターズ 15 鯉淵 こいぶち

第9試合 11:30 11 常磐 ときわ 12 上大野 上大野モンスターズ 17 吉田 吉田オーバーライン 18 渡里 渡里ヴィクトリーズ

第10試合 11:45 5 緑岡 丹下ブルーサンダー 6 吉沢 マッハ吉沢 20 大場 大場セブンリバース 21 石川 石川ノースボーイズ

第11試合 12:00 8 吉沢 マッハ吉沢 9 笠原 笠原ロックス

決勝Ｔ1 13:10

決勝Ｔ2 13:30

決勝Ｔ3 13:50 　　　　　　　　　　　　　　

決勝Ｔ4 14:10

決勝Ｔ5 14:30

決勝Ｔ6 14:50

決勝Ｔ7 15:10

決勝Ｔ8 15:30

決勝Ｔ9 15:50

※ 試合前１分間の練習ありです。

試合時間は予定ですので、前試合終了次第次の試合を開始します。

試合はセンター集合から開始します。

昼　　休　　み　　（午前の試合終了後から１３：００まで）

コート

ベンチ

Aコート　　（ステージ側） Ｂコート　　（エントランス側）

学　区　　　チーム名 学　区　　　チーム名 学　区　　　チーム名 学　区　　　チーム名

ド ッ ジ ボ ー ル キ ッ ズ



ドッジボール予選リーグスケジュール表（ガールズブロック）　　　　　　　令和元年８月12日

奥　　　　　側 入　口　側 入　口　側 奥　　　　側

No No No No

第1試合 8:00 1 河和田 さくら 2 渡里 渡里ガールズ 5 妻里 妻里ガールズ 6 吉沢 グリッターズ

第2試合 8:15 4 大場 大場フレンドリーエイト 3 梅が丘 プラムガールズ

第3試合 8:30 7 上中妻 上中妻ウエストガールズ 5 妻里 妻里ガールズ

第4試合 8:40 3 梅が丘 プラムガールズ 1 河和田 さくら

第5試合 8:50 2 渡里 渡里ガールズ 4 大場 大場フレンドリーエイト 6 吉沢 グリッターズ 7 上中妻 上中妻ウエストガールズ

第6試合 9:00

第7試合 9:10 4 大場 大場フレンドリーエイト 1 河和田 さくら 2 渡里 渡里ガールズ 3 梅が丘 プラムガールズ

決勝T1 9:30

決勝T2 9:50

決勝T(準) 10:20

決勝T(準) 10:40

決勝T(決) 11:00

決勝T(決) 11:20

※ 　　　　　　　　　　　　　　 試合前１分間の練習ありです。 　　　※ オープン準決勝は、試合前1分間の練習ありです。

試合時間は予定ですので、前試合終了次第次の試合を開始します。

試合はセンター集合から開始します。

オープン準決勝　⇒　ガールズ準決勝　⇒　オープン決勝　⇒　ガールズ決勝

休憩　（トーナメント作成）

コート Aコート　　（ステージ側） Ｂコート　　（エントランス側）

ベンチ

予定時間 学　区　　　チーム名 学　区　　　チーム名 学　区　　　チーム名 学　区　　　チーム名


