
試合 時刻 チーム名 チーム名 チーム名 チーム名 時刻 試合

予選1 9:45 御領ファイターズ vs 川中新町ドッジボーラーズ 東諸福子ども会 vs 野崎プラスしじょっこ 9:45 予選1

予選2 9:55 新田こども会Bチーム vs イエローモンキーズ 新田こども会Aチーム vs イエローキャッツ 9:55 予選2

予選3 10:05 レスタージュフェニックス vs 御領ファルコン Firebird vs 西諸福こども会B 10:05 予選3

予選4 10:15 中垣内こども会 vs 西諸福こども会A ｓａｎｓａｎ三箇 vs アイスファイター 10:15 予選4

予選5 10:25 ｇａｎgan三箇 vs 太子田THE風神・雷神 イエローキャッツ vs 御領ファイターズ 10:25 予選5

予選6 10:35 御領ファルコン vs 東諸福子ども会 新田こども会Bチーム vs 西諸福こども会B 10:35 予選6

予選7 10:45 野崎プラスしじょっこ vs ｓａｎｓａｎ三箇 川中新町ドッジボーラーズ vs 西諸福こども会A 10:45 予選7

予選8 10:55 新田こども会Aチーム vs 中垣内こども会 Firebird vs ｇａｎgan三箇 10:55 予選8

予選9 11:05 西諸福こども会B vs イエローモンキーズ アイスファイター vs レスタージュフェニックス 11:05 予選9

予選10 11:15 イエローキャッツ vs 川中新町ドッジボーラーズ ｓａｎｓａｎ三箇 vs 東諸福子ども会 11:15 予選10

予選11 11:25 太子田THE風神・雷神 vs 新田こども会Bチーム 中垣内こども会 vs 御領ファイターズ 11:25 予選11

予選12 11:35 レスタージュフェニックス vs 野崎プラスしじょっこ イエローモンキーズ vs ｇａｎgan三箇 11:35 予選12

予選13 11:45 西諸福こども会A vs 新田こども会Aチーム 御領ファルコン vs アイスファイター 11:45 予選13

予選14 11:55 太子田THE風神・雷神 vs Firebird 川中新町ドッジボーラーズ vs 中垣内こども会 11:55 予選14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

予選15 13:00 ｇａｎgan三箇 vs 新田こども会Bチーム 東諸福子ども会 vs レスタージュフェニックス 13:00 予選15

予選16 13:10 御領ファルコン vs ｓａｎｓａｎ三箇 御領ファイターズ vs 新田こども会Aチーム 13:10 予選16

予選17 13:20 西諸福こども会B vs 太子田THE風神・雷神 西諸福こども会A vs イエローキャッツ 13:20 予選17

予選18 13:30 イエローモンキーズ vs Firebird 野崎プラスしじょっこ vs アイスファイター 13:30 予選18

予選19 13:40 中垣内こども会 vs イエローキャッツ 西諸福こども会B vs ｇａｎgan三箇 13:40 予選19

予選20 13:50 新田こども会Aチーム vs 川中新町ドッジボーラーズ Firebird vs 新田こども会Bチーム 13:50 予選20

予選21 14:00 アイスファイター vs 東諸福子ども会 ｓａｎｓａｎ三箇 vs レスタージュフェニックス 14:00 予選21

予選22 14:10 西諸福こども会A vs 御領ファイターズ イエローモンキーズ vs 太子田THE風神・雷神 14:10 予選22

予選23 14:20 野崎プラスしじょっこ vs 御領ファルコン vs 14:20 予選23

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

A1 15:00
チャンピオン

vs
チャンピオン

vs 15:00 B1

A2 15:10
チャレンジ

vs
チャレンジ

vs 15:10 B2

A3 15:20
チャンピオン

vs
チャンピオン

vs 15:20 B3

A4 15:30
チャレンジ

vs
チャレンジ

vs 15:30 B4

A5 15:40
チャンピオン

vs
チャンピオン

vs 15:40 B5

A6準決 15:50
チャレンジ準決勝戦

vs
チャレンジ準決勝戦

vs 15:50 B6準決

A7準決 16:00
チャンピオン準決勝戦

vs
チャンピオン準決勝戦

vs 16:00 B7準決

A8 16:10
チャレンジ三位決定戦

vs 16:10 B8三決

A9三決 16:20
チャンピオン三位決定戦

vs 16:20 B9

Ａ10 16:30
チャレンジ決勝戦

vs 16:30 B10決勝

A11決勝 16:40
チャンピオン決勝戦（3セット）

vs 16:40 B11

第2回　大東市ドッジボール大会　　試合進行表

8：45～9：00 受　　付

9：10～9：30 開　会　式

8：45～9：00

9：10～9：30

コート

16:50

コート Aコート Bコート

16:50 閉　会　式

予選リーグ集計及び結果発表　（30分休憩）

昼　食　休　憩　（1時間）


