
Ａコート（１階アリーナ）

順 区分 淡色：ベンチ右 濃色：ベンチ左

Ａ1 09:00 ～ 09:30 男５ 浅内Ｕ５ 二ツ井マジックＵ５ 二ツ井BBC　Ｕ５ 女５

Ａ2 09:30 ～ 10:00 女５ 渟西女子BBC　Ｕ５ 能代ブルーインズＵ５ 浅内Ｕ５ 男５

Ａ3 10:00 ～ 10:30 女５ 第五ドリームズＵ５ 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽＵ５ 能代ブルーインズＵ５ 女５

Ａ4 10:30 ～ 11:00 男５ 渟南レジェンドＵ５ 能代ブルーインズＵ５ 第五ドリームズＵ５ 女５

Ａ5 11:00 ～ 11:25 男６ 侍☆Seven(能代ｳｪｽﾄ)Ｕ６ Asanai Bruins　Ｕ６ 渟南レジェンドＵ５ 男５

Ａ6 11:25 ～ 11:50 男５ 向能代ストーンズＵ５ 能代ブルーインズＵ５ Asanai Bruins　Ｕ６ 男６

Ａ7 12:30 ～ 12:55 男６ 侍☆Seven(能代ｳｪｽﾄ)Ｕ６ 向能代ストーンズＵ６ 向能代ストーンズＵ５ 男５

Ａ8 12:55 ～ 13:20 男６ Asanai Bruins　Ｕ６ 渟南レジェンドＵ６ 向能代ストーンズＵ６ 男６

Ａ9 13:20 ～ 13:45 女６ 能代ブルーインズＵ６ 渟西女子BBC　Ｕ６ 渟南レジェンドＵ６ 男６

Ａ10 13:45 ～ 14:10 男５ 浅内U5Vs二ツ井U5勝者 ウエストU5VsブルＪｒ　U5勝者 能代ブルーインズＵ６ 女６

Ａ11 14:10 ～ 14:35 男６ 渟南レジェンドＵ６ 向能代ストーンズＵ６ 能代West　Ｕ５ 男５

A12 14:35 ～ 15:00 女５ 能代ブルーインズＵ５ 第五ドリームズＵ５ 渟西女子BBC　Ｕ６ 女６

Ａ13 15:00 ～ 15:25 男５ 渟南レジェンドＵ６ 男６

閉会式　 15:30

Ｂコート（１階アリーナ）

順 区分 淡色：ベンチ右 濃色：ベンチ左

Ｂ1 09:00 ～ 09:30 男５ 能代West　Ｕ５ 能代ﾌﾞﾙｰｲﾝｽﾞＪｒ.　Ｕ５ 能代ブルーインズＵ５ 男５

Ｂ2 09:30 ～ 10:00 男６ 向能代ストーンズＵ６ Asanai Bruins　Ｕ６ 能代West　Ｕ５ 男５

Ｂ3 10:00 ～ 10:30 女６ 第五＆渟南Ｕ６ 渟西女子BBC　Ｕ６ Asanai Bruins　Ｕ６ 男６

Ｂ4 10:30 ～ 11:00 女５ 渟西女子BBC　Ｕ５ 二ツ井BBC　Ｕ５ 渟西女子BBC　Ｕ６ 女６

Ｂ5 11:00 ～ 11:25 女５ 能代ブルーインズＵ５ 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽＵ５ 渟西女子BBC　Ｕ５ 女５

Ｂ6 11:25 ～ 11:50 男６ 崇徳∞サンダースＵ６ 渟南レジェンドＵ６ 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽＵ５ 女５

Ｂ7 12:30 ～ 12:55 女６ 能代ブルーインズＵ６ 第五＆渟南Ｕ６ 能代ブルーインズＵ５ 男５

Ｂ8 12:55 ～ 13:20 女５ 二ツ井BBC　Ｕ５ 能代ブルーインズＵ５ 二ツ井マジックＵ５ 男５

Ｂ9 13:20 ～ 13:45 女６ 崇徳スマイルＵ６ 第五＆渟南Ｕ６ 能代ブルーインズＵ５ 女５

Ｂ10 13:45 ～ 14:10 女５ 第五ドリームズＵ５ 渟西女子BBC　Ｕ５ 第五＆渟南Ｕ６ 女６

Ｂ11 14:10 ～ 14:35 男６ Asanai Bruins　Ｕ６ 崇徳∞サンダースＵ６ 渟南レジェンドＵ５ 男５

Ｂ12 14:35 ～ 15:00 女５ 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽＵ５ 二ツ井BBC　Ｕ５ 渟西女子BBC　Ｕ５ 女５

Ｂ13 15:00 ～ 15:25 第五＆渟南Ｕ６ 女６

Ｃコート（２階軽運動場）

順 区分 淡色：ベンチ右 濃色：ベンチ左

Ｃ1 09:00 ～ 09:30 男５ 向能代ストーンズＵ５ 渟南レジェンドＵ５ 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽＵ５ 女５

Ｃ2 09:30 ～ 10:00 男６ 渟南レジェンドＵ６ 侍☆Seven(能代ｳｪｽﾄ)Ｕ６ 向能代ストーンズＵ５ 男５

Ｃ3 10:00 ～ 10:30 女６ 崇徳スマイルＵ６ 能代ブルーインズＵ６ 侍☆Seven(能代ｳｪｽﾄ)Ｕ６ 男６

Ｃ4 10:30 ～ 11:00 男６ 崇徳∞サンダースＵ６ 向能代ストーンズＵ６ 能代ブルーインズＵ６ 女６

Ｃ5 11:00 ～ 11:25 男５ 浅内U5Vs二ツ井U5敗者 ウエストU5VsブルＪｒ　U5敗者 向能代ストーンズＵ６ 男６

Ｃ6 11:25 ～ 11:50 女５ 二ツ井BBC　Ｕ５ 第五ドリームズＵ５ 二ツ井マジックＵ５ 男５

Ｃ7 12:30 ～ 12:55 女６ 渟西女子BBC　Ｕ６ 崇徳スマイルＵ６ 第五ドリームズＵ５ 女５

Ｃ8 12:55 ～ 13:20 女５ 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽＵ５ 渟西女子BBC　Ｕ５ 浅内Ｕ５ 男５

Ｃ9 13:20 ～ 13:45 男６ 侍☆Seven(能代ｳｪｽﾄ)Ｕ６ 崇徳∞サンダースＵ６ 二ツ井BBC　Ｕ５ 女５

Ｃ10 13:45 ～ 14:10 男５ 侍☆Seven(能代ｳｪｽﾄ)Ｕ６ 男６

Ｃ11 14:10 ～ 14:35

Ｃ12 14:35 ～ 15:00

Ｃ13 15:00 ～ 15:25 男子 崇徳スマイルＵ６ 女６C5敗者（U5）　Vs　崇徳∞サンダー　ｴｷｼﾋﾞｼｮﾝｹﾞｰﾑ

男子Ｕ５　決勝

時刻 ＴＯ

男子Ｕ５　５位決定戦

男子Ｕ５　３位決定戦

タイムテーブル

時刻 ＴＯ

時刻 ＴＯ


