
会　場：牟礼総合体育館　　開場（７:３０）　　　試合時間：５分×４Ｑ ＨＴ３分

No 時間 Ａコート（東　側） Ｂコート（西　側）

1

男子Ａグループ 男子Ａグループ

真部 喜朗 【亀　阜】

第14回 RICOH CUP
【 一 日 目 】

日　程：平成２８年９月２２日（木） 作成：2016年9月19日

コミッショナー 石原 英明 【屋　島】 伊勢 修一 【円　座】 平田 久幸 【牟　礼】

審　判 小村 城 【牟　礼】 岩田 正人 【栗　林】 満嶋 吉伸 【牟　礼】

8:30 一　宮 VS 亀　阜 木　太 VS 栗　林

Ｔ　Ｏ 多肥女子 牟礼男子
平尾 成慈朗

2

女子Ａグループ 女子Ａグループ

9:20 牟　礼 VS 屋　島 亀　阜 VS 栗　林

Ｔ　Ｏ 一宮男子 栗林男子
コミッショナー 笠井 茂夫 【亀 阜】 矢野 祥子 【栗　林】 福家 功雄 【国分寺】 西 一隆 【円　座】

審　判 大原 慎也 【一　宮】 多肥女子 伊勢 修一 【円　座】 木太男子

3

男子Ａグループ 男子Ａグループ

Ｔ　Ｏ 屋島女子
小村 城 【牟　礼】 伊勢 修一 【円　座】脇谷 和夫 【松　島】 岩田 正人 【栗　林】

10:10 一　宮 VS 牟　礼 亀　阜 VS 栗　林

コミッショナー

審　判 石原 英明 【屋　島】 川染 謙二 【国分寺】 西 一隆 【円　座】 筒井 一光 【屋　島】
木太男子

11:00 亀　阜 VS 多　肥 屋　島 VS

女子Ａグループ 女子Ａグループ

栗　林

Ｔ　Ｏ 牟礼女子 栗林男子
コミッショナー 小村 城 【牟　礼】 大原 慎也 【一　宮】 笠井 茂夫 【亀 阜】 満嶋 吉伸 【牟　礼】

5

男子Ａグループ 男子Ａグループ
審　判 平田 久幸 【牟　礼】 脇谷 和夫 【松　島】 福家 功雄 【国分寺】 伊勢 修一 【円　座】

4

11:50 牟　礼 VS 亀　阜 木　太 VS 一　宮

Ｔ　Ｏ 多肥女子 屋島女子
審　判

コミッショナー 石原 英明 【屋　島】 川染 謙二 【国分寺】 筒井 一光 【屋　島】 多肥女子

12:40 栗　林 VS 多　肥 牟　礼 VS

6

女子Ａグループ 女子Ａグループ
西 一隆 【円　座】 矢野 祥子 【栗　林】 岩田 正人 【栗　林】 葛西 亮作 【栗　林】

亀　阜

コミッショナー 平田 久幸 【牟　礼】 平山 義登 【一　宮】 福家 功雄 【国分寺】 矢野 祥子 【栗　林】
Ｔ　Ｏ 亀阜男子 一宮男子

7

男子Ａグループ 男子Ａグループ
審　判 笠井 茂夫 【亀　阜】 川染 謙二 【国分寺】 筒井 一光 【屋　島】 平尾 成慈朗

13:30 牟　礼 VS 木　太 栗　林 VS 一　宮

コミッショナー 笠井 茂夫 【亀 阜】 多肥女子 石原 英明 【屋　島】 真部 喜朗 【亀　阜】

審　判 福家 功雄 【国分寺】 松岡 正道 【亀　阜】 小村 城 【牟　礼】 多肥女子
Ｔ　Ｏ 栗林女子 亀阜女子

14:20 多　肥 VS 牟　礼 屋　島 VS 亀　阜
8

女子Ａグループ 女子Ａグループ

コミッショナー 平山 義登 【一　宮】 川染 謙二 【国分寺】 福家 功雄 【国分寺】 谷本 忍 【一　宮】
Ｔ　Ｏ 牟礼男子 亀阜男子

9

男子Ａグループ 男子Ａグループ
審　判 大原 慎也 【一　宮】 宮脇 勝義 【栗　林】 満嶋 吉伸 【牟　礼】 矢野 祥子 【栗　林】

15:10 栗　林 VS 牟　礼 亀　阜 VS 木　太

コミッショナー 大原 慎也 【一　宮】 脇谷 和夫 【松　島】 小村 城 【牟　礼】 岩田 正人 【栗　林】

審　判 福家 功雄 【国分寺】 石原 英明 【屋　島】 西 一隆 【円　座】 伊勢 修一 【円　座】
Ｔ　Ｏ 牟礼女子 栗林女子

16:00 多　肥 VS 屋　島 栗　林 VS 牟　礼
女子Ａグループ 女子Ａグループ

コミッショナー 満嶋 吉伸 【牟　礼】 真部 喜朗 【亀　阜】 西 一隆 【円　座】 谷本 忍 【一　宮】

審　判 平田 久幸 【牟　礼】 葛西 亮作 【栗　林】 平尾 成慈朗 木太男子
Ｔ　Ｏ 亀阜女子 木太男子

10

高松市ミニバスケットボール連盟


