
日 程：令和元年10月20日（日）
会 場：牟礼総合体育館 開場  7：30

No 時 間
8:15
8:30 1 多肥A VS 一宮A 国分寺B VS 牟礼B 多肥A VS 一宮B 円座B VS 松島B

2 円座B VS 亀阜C 松島B VS 一宮B 亀阜B VS 松島C 牟礼B VS 栗林B

3 屋島C VS 栗林C 木太C VS 牟礼C 国分寺C VS 牟礼C 木太C VS 多肥C

4 亀阜A VS 国分寺A 屋島A VS 松島A 円座A VS 栗林A 亀阜A VS 国分寺A

5 亀阜B VS 栗林B 一宮A VS 多肥B 木太A VS 屋島A 多肥A VS 一宮C

9:05 6 円座C VS 亀阜C 木太B VS 屋島B 国分寺B VS 円座C 亀阜B VS 屋島B

7 国分寺C VS 一宮C 栗林C VS 多肥C 栗林C VS 屋島C 牟礼C VS 亀阜C

8 松島A VS 栗林A 木太A VS 亀阜A 松島A VS 一宮A 栗林A VS 牟礼A

9 一宮A VS 亀阜B 多肥A VS 栗林B 多肥A VS 屋島A 木太A VS 一宮B

10 木太B VS 亀阜C 屋島B VS 円座B 亀阜B VS 円座C 国分寺B VS 松島C

9:40 11 栗林C VS 国分寺C 屋島C VS 一宮C 牟礼C VS 栗林C 国分寺C VS 屋島C

12 円座A VS 国分寺A 屋島A VS 牟礼A 円座A VS 松島A 一宮A VS 栗林A

13 牟礼B VS 多肥B 国分寺B VS 栗林B 円座B VS 一宮C 木太A VS 松島B

14 松島B VS 円座C 一宮B VS 屋島B 屋島B VS 牟礼B 国分寺B VS 栗林B

15 多肥C VS 牟礼C 一宮C VS 木太C 木太C VS 亀阜C 屋島C VS 多肥C

10:15 16 牟礼A VS 亀阜A 松島A VS 円座A 亀阜A VS 牟礼A 松島A VS 国分寺A

17 亀阜B VS 牟礼B 多肥A VS 国分寺B 屋島A VS 円座B 松島B VS 一宮B

18 松島B VS 木太B 円座B VS 一宮B 牟礼B VS 円座C 栗林B VS 松島C

19 国分寺C VS 牟礼C 木太C VS 屋島C 木太C VS 栗林C 国分寺C VS 多肥C

20 屋島A VS 木太A 国分寺A VS 栗林A 亀阜A VS 一宮A 国分寺A VS 円座A

10:50 21 一宮A VS 牟礼B 栗林B VS 多肥B 多肥A VS 円座B 木太A VS 一宮C

22 松島B VS 亀阜C 屋島B VS 円座C 牟礼B VS 亀阜B 国分寺B VS 屋島B

23 牟礼C VS 栗林C 一宮C VS 多肥C 木太C VS 牟礼C 屋島C VS 亀阜C

24 国分寺A VS 牟礼A 屋島A VS 円座A 栗林A VS 亀阜A 牟礼A VS 松島A

25 木太A VS 松島A 亀阜A VS 栗林A 屋島A VS 一宮B 松島B VS 一宮C

11:25 26 多肥A VS 亀阜B 多肥B VS 国分寺B 円座C VS 松島C 栗林B VS 屋島B

27 円座A VS 木太B 一宮B VS 円座C 栗林C VS 国分寺C 多肥C VS 亀阜C

28 屋島C VS 国分寺C 多肥C VS 木太C 国分寺A VS 牟礼A 一宮A VS 円座A

29 円座A VS 栗林A 牟礼A VS 木太A

12:15

試合時間 5分流し 交代２分

競技説明

第17回 RICOH JAPAN CUP ３×３

開場8：15（コート）

男子 女子
Aコート（西側奥） Bコート（西側入口） Cコート（東側奥） Dコート（東側入口）


