
１４０６２１交流会スケジュール表（笠間市民体育館）
8:30
8:45

オフィシャルからみて左側 結果 結果 オフィシャルからみて右側 オフィシャルからみて左側 結果 結果 オフィシャルからみて右側
9:00 交流 1 河和田ボンバーズ 土浦ラッキーズ 水戸ビクトリー 西飯田ドッジボールクラブ
9:10 交流 2 見川ソウルウインズ 真壁ＷＩＮＧ’Ｓ 水戸ビクトリーＪｒ 吉田ラッキー☆スターズＪｒ
9:20 交流 3 梅が丘ドッジボールクラブ 茨城ＫＯＳＭＯ 河和田ボンバーズＪ バイオレンス国田Ｊｒ
9:30 交流 4 水戸ワイルドキッズ わかまつＴＩＧＥＲＳ さくらドリームＪｒ 津田フレンドリーキッズＪｒ
9:40 交流 5 三の丸フレンドリーキッズ 笠間リトルフォックス 見川ソウルウインズジュニア 茨城ＫＯＳＭＯＪｒ
9:50 交流 6 浜田フェニックス 乙戸ブルーサンダース 長二フロンティアＪｒ 梅が丘ドッジボールクラブＪｒ
10:00 交流 7 水戸ビクトリー 土浦ラッキーズ 水戸ビクトリーＪｒ 河和田ボンバーズＪ
10:09 交流 8 河和田ボンバーズ 真壁ＷＩＮＧ’Ｓ さくらドリームＪｒ 吉田ラッキー☆スターズＪｒ
10:18 交流 9 見川ソウルウインズ 茨城ＫＯＳＭＯ 見川ソウルウインズジュニア バイオレンス国田Ｊｒ
10:27 交流10 梅が丘ドッジボールクラブ わかまつＴＩＧＥＲＳ 長二フロンティアＪｒ 津田フレンドリーキッズＪｒ
10:36 交流11 水戸ワイルドキッズ 笠間リトルフォックス 梅が丘ドッジボールクラブＪｒ 茨城ＫＯＳＭＯＪｒ
10:45 交流12 三の丸フレンドリーキッズ 乙戸ブルーサンダース 水戸ビクトリーＪｒ さくらドリームＪｒ
10:54 交流13 浜田フェニックス 西飯田ドッジボールクラブ 見川ソウルウインズジュニア 河和田ボンバーズＪ
11:03 交流14 水戸ビクトリー 真壁ＷＩＮＧ’Ｓ 長二フロンティアＪｒ 吉田ラッキー☆スターズＪｒ
11:12 交流15 河和田ボンバーズ 茨城ＫＯＳＭＯ 梅が丘ドッジボールクラブＪｒ バイオレンス国田Ｊｒ
11:21 交流16 見川ソウルウインズ わかまつＴＩＧＥＲＳ 茨城ＫＯＳＭＯＪｒ 津田フレンドリーキッズＪｒ
11:30 交流17 梅が丘ドッジボールクラブ 笠間リトルフォックス 水戸ビクトリーＪｒ 見川ソウルウインズジュニア
11:39 交流18 水戸ワイルドキッズ 乙戸ブルーサンダース 長二フロンティアＪｒ さくらドリームＪｒ
11:48 交流19 三の丸フレンドリーキッズ 西飯田ドッジボールクラブ 梅が丘ドッジボールクラブＪｒ 河和田ボンバーズＪ
11:57 交流20 浜田フェニックス 土浦ラッキーズ 茨城ＫＯＳＭＯＪｒ 吉田ラッキー☆スターズＪｒ
12:06 交流21 水戸ビクトリー 茨城ＫＯＳＭＯ 津田フレンドリーキッズＪｒ バイオレンス国田Ｊｒ

13:00 交流22 河和田ボンバーズ わかまつＴＩＧＥＲＳ 見川ソウルウインズ 笠間リトルフォックス
13:09 交流23 梅が丘ドッジボールクラブ 乙戸ブルーサンダース 水戸ワイルドキッズ 西飯田ドッジボールクラブ
13:18 交流24 三の丸フレンドリーキッズ 土浦ラッキーズ 水戸ビクトリーＪｒ 長二フロンティアＪｒ
13:27 交流25 浜田フェニックス 真壁ＷＩＮＧ’Ｓ 梅が丘ドッジボールクラブＪｒ 見川ソウルウインズジュニア
13:36 交流26 水戸ビクトリー わかまつＴＩＧＥＲＳ 茨城ＫＯＳＭＯＪｒ さくらドリームＪｒ
13:45 交流27 河和田ボンバーズ 笠間リトルフォックス 津田フレンドリーキッズＪｒ 河和田ボンバーズＪ
13:54 交流28 見川ソウルウインズ 乙戸ブルーサンダース バイオレンス国田Ｊｒ 吉田ラッキー☆スターズＪｒ
14:03 交流29 梅が丘ドッジボールクラブ 西飯田ドッジボールクラブ 水戸ビクトリーＪｒ 梅が丘ドッジボールクラブＪｒ
14:12 交流30 水戸ワイルドキッズ 土浦ラッキーズ 茨城ＫＯＳＭＯＪｒ 長二フロンティアＪｒ
14:21 交流31 三の丸フレンドリーキッズ 真壁ＷＩＮＧ’Ｓ 津田フレンドリーキッズＪｒ 見川ソウルウインズジュニア
14:30 交流32 浜田フェニックス 茨城ＫＯＳＭＯ バイオレンス国田Ｊｒ さくらドリームＪｒ
14:39 交流33 水戸ビクトリー 笠間リトルフォックス 吉田ラッキー☆スターズＪｒ 河和田ボンバーズＪ
14:48 交流34 河和田ボンバーズ 乙戸ブルーサンダース 水戸ビクトリーＪｒ 茨城ＫＯＳＭＯＪｒ
14:57 交流35 見川ソウルウインズ 西飯田ドッジボールクラブ 津田フレンドリーキッズＪｒ 梅が丘ドッジボールクラブＪｒ
15:06 交流36 梅が丘ドッジボールクラブ 土浦ラッキーズ バイオレンス国田Ｊｒ 長二フロンティアＪｒ
15:15 交流37 水戸ワイルドキッズ 真壁ＷＩＮＧ’Ｓ 吉田ラッキー☆スターズＪｒ 見川ソウルウインズジュニア
15:24 交流38 三の丸フレンドリーキッズ 茨城ＫＯＳＭＯ 河和田ボンバーズＪ さくらドリームＪｒ
15:33 交流39 浜田フェニックス わかまつＴＩＧＥＲＳ 水戸ビクトリー 乙戸ブルーサンダース
15:42 交流40 河和田ボンバーズ 西飯田ドッジボールクラブ 見川ソウルウインズ 土浦ラッキーズ
15:51 交流41 梅が丘ドッジボールクラブ 真壁ＷＩＮＧ’Ｓ 水戸ワイルドキッズ 茨城ＫＯＳＭＯ
16:00 交流42 三の丸フレンドリーキッズ わかまつＴＩＧＥＲＳ 浜田フェニックス 笠間リトルフォックス

16:15

　　　昼　休　み

　交流会終了、選手解散

＊体育館利用時間の都合上、試合経過によっては全交流試合が出来ない場合もありますので、ご了承願います。

　開　場
　監督会議

競技開始時刻
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                  1   2   3    4  5    6   7  8   9    10   11   12  使用禁止 

  
                                            

        

1 水戸ビクトリー 9 土浦ラッキーズ 17 笠間リトルフォックス 

2 水戸ビクトリーJｒ 10 わかまつ TIGERS 18 三の丸フレンドリーキッズ

3 河和田ボンバーズ 11 梅ヶ丘ドッジボールクラブ 19 浜田フェニックス 

4 河和田ボンバーズ Jr 12 梅ヶ丘ドッジボール Jr 20 サクラドリーム Jｒ 

5 見川ソウルウインズ 13 茨城 KOSMO 21 長二フロンティア Jｒ 

6 見川ソウルウインズジュニア 14 茨城 KOSMOJr 22 津田フレンドリーキッズ Jｒ

7 西飯田ドッジボールクラブ 15 水戸ワイルドキッズ 23 バイオレンス国田 Jr 

8 真壁ＷＩＮＧ‘Ｓ 16 乙戸ブルーサンダース 24 吉田ラッキー☆スターズ Jr 
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        ※応援席は１チーム６列 

 


