
１５０１冬季交流会スケジュール表
8:40
8:50

ｵﾌｨｼｬﾙから見て左側 結果 結果 ｵﾌｨｼｬﾙから見て右側 ｵﾌｨｼｬﾙから見て左側 結果 結果 ｵﾌｨｼｬﾙから見て右側 ｵﾌｨｼｬﾙから見て左側 結果 結果 ｵﾌｨｼｬﾙから見て右側

9:00 交流 １ 牛久ソウルアタッカーズ 赤塚ＲＥＳＰＥＣＴ つくばブレイズ 津田フレンドリーキッズ つくばブレイズＪｒ 梅が丘ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞJr

9:09 交流 2 桜川ＺＥＲＯ 水戸Unaited 乙戸ブルーサンダース 水戸ワイルドキッズ 水戸ビクトリーＪｒ バイオレンス国田Ｊｒ

9:18 交流 3 岩瀬ドッジスターズ 水戸ビクトリー 笠間リトルフォックス 長二フロンティア 茨城ＫＯＳＭＯ　Ｊｒ 河和田ボンバーズ・Ｊ

9:27 交流 4 下小オールスターズ 茨城ＫＯＳＭＯ 牛久トライズ 三の丸ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｷｯｽﾞ ツーリーフＪｒ 吉田☆ﾗｯｷｰｽﾀｰｽﾞＪｒ

9:36 交流 5 玉小ﾋﾞｸﾄﾘｰｱﾀｯｶｰｽﾞ 吉田☆ﾗｯｷｰｽﾀｰｽﾞ 笠間ピュアスターズ 河和田ボンバーズ 津田ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｷｯｽﾞＪｒ 梅が丘ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞJr

9:45 交流 6 土浦ラッキーズ 浜田フェニックス 牛久ソウルアタッカーズ バイオレンス国田 つくばブレイズＪｒ 河和田ボンバーズ・Ｊ

9:54 交流 7 つくばブレイズ 梅が丘ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 桜川ＺＥＲＯ ツーリーフ 水戸ビクトリーＪｒ 吉田☆ﾗｯｷｰｽﾀｰｽﾞＪｒ

10:03 交流 8 乙戸ブルーサンダース 赤塚ＲＥＳＰＥＣＴ 岩瀬ドッジスターズ 津田フレンドリーキッズ 茨城ＫＯＳＭＯ　Ｊｒ ツーリーフＪｒ

10:12 交流 9 笠間リトルフォックス 水戸Unaited 下小オールスターズ 水戸ワイルドキッズ 津田ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｷｯｽﾞＪｒ バイオレンス国田Ｊｒ

10:21 交流10 牛久トライズ 水戸ビクトリー 玉小ﾋﾞｸﾄﾘｰｱﾀｯｶｰｽﾞ 長二フロンティア 笠間ピュアスターズ 茨城ＫＯＳＭＯ

10:30 交流11 土浦ラッキーズ 三の丸ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｷｯｽﾞ 牛久ソウルアタッカーズ 吉田☆ﾗｯｷｰｽﾀｰｽﾞ つくばブレイズ 河和田ボンバーズ

10:39 交流12 桜川ＺＥＲＯ 浜田フェニックス 乙戸ブルーサンダース バイオレンス国田 梅が丘ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞJr 河和田ボンバーズ・Ｊ

10:48 交流13 岩瀬ドッジスターズ 梅が丘ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 笠間リトルフォックス ツーリーフ つくばブレイズＪｒ ツーリーフＪｒ

10:57 交流14 下小オールスターズ 赤塚ＲＥＳＰＥＣＴ 牛久トライズ 津田フレンドリーキッズ 水戸ビクトリーＪｒ 茨城ＫＯＳＭＯ　Ｊｒ

11:06 交流15 玉小ﾋﾞｸﾄﾘｰｱﾀｯｶｰｽﾞ 水戸Unaited 笠間ピュアスターズ 水戸ワイルドキッズ 津田ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｷｯｽﾞＪｒ 河和田ボンバーズ・Ｊ

11:15 交流16 土浦ラッキーズ 水戸ビクトリー 牛久ソウルアタッカーズ 長二フロンティア バイオレンス国田Ｊｒ 吉田☆ﾗｯｷｰｽﾀｰｽﾞＪｒ

11:24 交流17 つくばブレイズ 茨城ＫＯＳＭＯ 桜川ＺＥＲＯ 三の丸ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｷｯｽﾞ 梅が丘ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞJr ツーリーフＪｒ

11:33 交流18 乙戸ブルーサンダース 吉田☆ﾗｯｷｰｽﾀｰｽﾞ 岩瀬ドッジスターズ 河和田ボンバーズ つくばブレイズＪｒ 水戸ビクトリーＪｒ

11:42 交流19 笠間リトルフォックス 浜田フェニックス 下小オールスターズ バイオレンス国田 津田ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｷｯｽﾞＪｒ 吉田☆ﾗｯｷｰｽﾀｰｽﾞＪｒ

11:51 交流20 牛久トライズ 梅が丘ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 玉小ﾋﾞｸﾄﾘｰｱﾀｯｶｰｽﾞ ツーリーフ 河和田ボンバーズ・Ｊ ツーリーフＪｒ

12:40 交流21 笠間ピュアスターズ 赤塚ＲＥＳＰＥＣＴ 土浦ラッキーズ 津田フレンドリーキッズ バイオレンス国田Ｊｒ 茨城ＫＯＳＭＯ　Ｊｒ

12:49 交流22 牛久ソウルアタッカーズ 水戸Unaited つくばブレイズ 水戸ワイルドキッズ 梅が丘ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞJr 水戸ビクトリーＪｒ

12:58 交流23 桜川ＺＥＲＯ 水戸ビクトリー 乙戸ブルーサンダース 長二フロンティア 津田ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｷｯｽﾞＪｒ ツーリーフＪｒ

13:07 交流24 岩瀬ドッジスターズ 茨城ＫＯＳＭＯ 笠間リトルフォックス 三の丸ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｷｯｽﾞ 吉田☆ﾗｯｷｰｽﾀｰｽﾞＪｒ 茨城ＫＯＳＭＯ　Ｊｒ

13:16 交流25 下小オールスターズ 吉田☆ﾗｯｷｰｽﾀｰｽﾞ 牛久トライズ 河和田ボンバーズ 河和田ボンバーズ・Ｊ 水戸ビクトリーＪｒ

13:25 交流26 玉小ﾋﾞｸﾄﾘｰｱﾀｯｶｰｽﾞ 浜田フェニックス 笠間ピュアスターズ バイオレンス国田 バイオレンス国田Ｊｒ つくばブレイズＪｒ

13:34 交流27 土浦ラッキーズ 梅が丘ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 牛久ソウルアタッカーズ ツーリーフ 津田ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｷｯｽﾞＪｒ 茨城ＫＯＳＭＯ　Ｊｒ

13:43 交流28 つくばブレイズ 赤塚ＲＥＳＰＥＣＴ 水戸ビクトリー 河和田ボンバーズ ツーリーフＪｒ 水戸ビクトリーＪｒ

13:52 交流29 玉小ﾋﾞｸﾄﾘｰｱﾀｯｶｰｽﾞ 乙戸ブルーサンダース 津田フレンドリーキッズ 水戸Unaited 吉田☆ﾗｯｷｰｽﾀｰｽﾞＪｒ つくばブレイズＪｒ

14:01 交流30 水戸ワイルドキッズ 浜田フェニックス 下小オールスターズ 長二フロンティア 牛久トライズ 茨城ＫＯＳＭＯ

14:10 交流31 玉小ﾋﾞｸﾄﾘｰｱﾀｯｶｰｽﾞ 三の丸ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｷｯｽﾞ 笠間ピュアスターズ 吉田☆ﾗｯｷｰｽﾀｰｽﾞ 土浦ラッキーズ 河和田ボンバーズ

14:19 交流32 牛久ソウルアタッカーズ 浜田フェニックス つくばブレイズ バイオレンス国田 バイオレンス国田Ｊｒ 梅が丘ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞJr

14:28 交流33 桜川ＺＥＲＯ 梅が丘ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 乙戸ブルーサンダース ツーリーフ 津田ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｷｯｽﾞＪｒ 水戸ビクトリーＪｒ

14:37 交流34 岩瀬ドッジスターズ 赤塚ＲＥＳＰＥＣＴ 笠間リトルフォックス 津田フレンドリーキッズ 茨城ＫＯＳＭＯ　Ｊｒ つくばブレイズＪｒ

14:46 交流35 笠間ピュアスターズ 水戸ビクトリー 水戸Unaited 水戸ワイルドキッズ 吉田☆ﾗｯｷｰｽﾀｰｽﾞＪｒ 梅が丘ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞJr

14:55 交流36 ツーリーフ 吉田☆ﾗｯｷｰｽﾀｰｽﾞ 梅が丘ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ バイオレンス国田 河和田ボンバーズ・Ｊ バイオレンス国田Ｊｒ

15:04 交流37 長二フロンティア 茨城ＫＯＳＭＯ 牛久ソウルアタッカーズ 三の丸ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｷｯｽﾞ 津田ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｷｯｽﾞＪｒ つくばブレイズＪｒ

15:13 交流38 つくばブレイズ 吉田☆ﾗｯｷｰｽﾀｰｽﾞ 桜川ＺＥＲＯ 河和田ボンバーズ 茨城ＫＯＳＭＯ　Ｊｒ 梅が丘ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞJr

15:22 交流39 乙戸ブルーサンダース 浜田フェニックス 岩瀬ドッジスターズ バイオレンス国田 ツーリーフＪｒ バイオレンス国田Ｊｒ

15:31 交流40 笠間リトルフォックス 梅が丘ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 下小オールスターズ ツーリーフ 吉田☆ﾗｯｷｰｽﾀｰｽﾞＪｒ 河和田ボンバーズ・Ｊ

15:40 交流41 牛久トライズ 赤塚ＲＥＳＰＥＣＴ 玉小ﾋﾞｸﾄﾘｰｱﾀｯｶｰｽﾞ 津田フレンドリーキッズ 笠間ピュアスターズ 水戸Unaited

15:49 交流42 土浦ラッキーズ 水戸ワイルドキッズ 水戸ビクトリー 長二フロンティア 茨城ＫＯＳＭＯ 三の丸ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｷｯｽﾞ

16:00

体育館利用時間の関係上、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、ご了承下さい。

                                          　～　12:40　     　昼　　休　　み

　交流会終了、選手解散

　開　場
　競技説明（監督ステージ前に集合）

競技開始時刻
Ａ　コ　ー　ト Ｂ　コ　ー　ト Ｃ　コ　ー　ト

得点 得点 得点


