
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11 渟南レジェンド　U11 二ツ井マジック　U11 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽ　U12 女12

Ａ2 09:30 ～ 10:00 女11 渟城西女子BBC　U11 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽ　Ｕ11 二ツ井ﾏｼﾞｯｸSTARS　U12 男12

Ａ3 10:00 ～ 10:30 女12 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽ　U12 ﾌﾞﾙｰｲﾝｽﾞ･ﾄﾞﾘｰﾏｰｽﾞ　U12 ウエストーンズ　U12 男12

Ａ4 10:30 ～ 11:00 男11 浅内　U11 能代ブルーインズB 　U11 能代WEST　U11 男11

Ａ5 11:00 ～ 11:40 男12 ウエストーンズ　U12 ブルーインズ・渟南　U12 能代ブルーインズB 　U11 男11

Ａ6 11:40 ～ 12:10 女11 第五ドリームズ　Ｕ11 二ツ井BBC　Ｕ11 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽ　Ｕ11 女11

12:10 ～ 12:40

Ａ7 12:40 ～ 13:20 男12 ブルーインズ・渟南　U12 二ツ井ﾏｼﾞｯｸSTARS　U12 二ツ井BBC　Ｕ11 女11

Ａ8 13:20 ～ 13:50 女12 渟城西女子BBC　U12 ﾌﾞﾙｰｲﾝｽﾞ･ﾄﾞﾘｰﾏｰｽﾞ　U12 能代ブルーインズA 　U11 男11

Ａ9 13:50 ～ 14:30 女11 二ツ井BBC　Ｕ11 能代ブルーインズ　Ｕ11 ﾌﾞﾙｰｲﾝｽﾞ･ﾄﾞﾘｰﾏｰｽﾞ　U12 女12

Ａ10 14:30 ～ 15:00 女11 第五ドリームズ　Ｕ11 渟城西女子BBC　U11 渟城西女子BBC　U12 女12

Ａ11 15:00 ～ 15:30 男11 ブルーインズ・渟南　U12 男12

閉会式　 15:40

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11 能代ブルーインズA 　U11 向能代ストーンズ　U11 ブルーインズ・渟南　U12 男12

Ｂ2 09:30 ～ 10:00 女11 能代ブルーインズ　Ｕ11 第五ドリームズ　Ｕ11 二ツ井BBC　Ｕ11 女11

Ｂ3 10:00 ～ 10:30 男11 能代ブルーインズA 　U11 渟南レジェンド　U11 第五ドリームズ　Ｕ11 女11

Ｂ4 10:30 ～ 11:00 女11 能代ブルーインズ　Ｕ11 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽ　Ｕ11 ﾌﾞﾙｰｲﾝｽﾞ･ﾄﾞﾘｰﾏｰｽﾞ　U12 女12

Ｂ5 11:00 ～ 11:40 女12 二ツ井ちびぃ～ず　U12 ﾌﾞﾙｰｲﾝｽﾞ･ﾄﾞﾘｰﾏｰｽﾞ　U12 二ツ井ﾏｼﾞｯｸSTARS　U12 男12

Ｂ6 11:40 ～ 12:10 男11 二ツ井マジック　U11 能代ブルーインズA 　U11 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽ　U12 女12

12:10 ～ 12:40

Ｂ7 12:40 ～ 13:20 男11 能代ブルーインズB 　U11 能代WEST　U11 渟南レジェンド　U11 男11

Ｂ8 13:20 ～ 13:50 女12 二ツ井ちびぃ～ず　U12 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽ　U12 ブルーインズ・渟南　U12 男12

Ｂ9 13:50 ～ 14:30 男12 二ツ井ﾏｼﾞｯｸSTARS　U12 ウエストーンズ　U12 二ツ井ちびぃ～ず　U12 女12

Ｂ10 14:30 ～ 15:00 男11 能代ブルーインズ　Ｕ11 女11

Ｂ11 15:00 ～ 15:30 女11 二ツ井BBC　Ｕ11 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽ　Ｕ11 第五ドリームズ　Ｕ11 女11

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11 能代WEST　U11 浅内　U11 ウエストーンズ　U12 男12

Ｃ2 09:30 ～ 10:00 女12 渟城西女子BBC　U12 二ツ井ちびぃ～ず　U12 浅内　U11 男11

Ｃ3 10:00 ～ 10:30 男11 二ツ井マジック　U11 向能代ストーンズ　U11 二ツ井ちびぃ～ず　U12 女12

Ｃ4 10:30 ～ 11:00 女11 渟城西女子BBC　U11 二ツ井BBC　Ｕ11 二ツ井マジック　U11 男11

Ｃ5 11:00 ～ 11:40 女12 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽ　U12 渟城西女子BBC　U12 渟城西女子BBC　U11 女11

Ｃ6 11:40 ～ 12:10 男11 向能代ストーンズ　U11 渟南レジェンド　U11 渟城西女子BBC　U12 女12

12:10 ～ 12:40

Ｃ7 12:40 ～ 13:20 女11 渟城西女子BBC　U11 能代ブルーインズ　Ｕ11 向能代ストーンズ　U11 男11

Ｃ8 13:20 ～ 13:50 女11 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽ　Ｕ11 第五ドリームズ　Ｕ11 渟城西女子BBC　U11 女11

Ｃ9 13:50 ～ 14:30 男11 渟南ﾌｪｱﾘｰｳｲﾝｸﾞｽ　Ｕ11 女11男子U11　５位決定戦

タイムテーブル

時刻 ＴＯ

時刻 ＴＯ

男子U11　決勝

男子U11　３位決定戦

時刻

昼　食　時　間

昼　食　時　間

昼　食　時　間

ＴＯ


