
ホワイト カラー ホワイト カラー

1 8:30 Ｆ男 野幌ＲＢ 厚別東 札苗北 ドリーム 札苗北 8:30 Ｆ男 恵庭柏 札幌和光 向陽台 平岡中央 平岡中央

2 8:49 札苗北 ドリームキッズ 野幌ＲＢ 山鼻 野幌ＲＢ 8:49 千歳向陽台 平岡中央 幌西 札幌和光 幌西

3 9:08 Ｆ女 野幌ＲＢ 山鼻 篠路西 ドリーム 篠路西 9:08 Ｆ女 幌西 札幌和光 向陽台 札苗北 向陽台

4 9:27 篠路西 ドリームキッズ 三里塚 恵庭柏 恵庭柏 9:27 千歳向陽台 札苗北 幌南 三角山 幌南

5 9:46 Ｍ 三里塚 恵庭柏 野幌ＲＢ ドリーム 野幌ＲＢ 9:46 Ｍ 幌南 三角山 厚別東 札幌和光 札幌和光

6 10:05 野幌ＲＢ ドリームキッズ 発寒東 恵庭柏 発寒東 10:05 八雲 札幌和光 恵庭柏 平岡中央 平岡中央

7 10:24 発寒東 恵庭柏 札苗北 厚別東 厚別東 10:24 Ｆ男 八雲 平岡中央 向陽台 札幌和光 向陽台

8 10:43 Ｆ男 札苗北 厚別東 野幌ＲＢ ドリーム ドリーム 10:43 千歳向陽台 札幌和光 幌西 八雲 八雲

9 11:02 野幌ＲＢ ドリームキッズ 篠路西 山鼻 山鼻 11:02 Ｆ女 幌西 八雲 向陽台 札幌和光 札幌和光

10 11:21 Ｆ女 篠路西 山鼻 恵庭柏 札苗北 札苗北 11:21 千歳向陽台 札幌和光 八雲 三角山 八雲

11 11:40 恵庭柏 札苗北 発寒東 ドリーム ドリーム 11:40 Ｍ 八雲 三角山 幌南 札幌和光 札幌和光

12 11:59 Ｍ 発寒東 ドリームキッズ 新川 余市 余市 11:59 幌南 札幌和光 三里塚 野幌ＲＢ 三里塚

13 12:18 Ｆ混 新川　混 余市　混 新光 大平 大平 12:18 三里塚 野幌ＲＢ 八雲 日新 日新

14 12:37 新光　混 太平　混 野幌ＲＢ 八雲 野幌ＲＢ 12:37 Ｆ男 八雲 日新 新川中央 澄川南 新川中央

15 12:56 Ｆ女 野幌ＲＢ 八雲 ドリーム 恵庭柏 恵庭柏 12:56 新川中央 澄川南 小野幌 西岡北 小野幌

16 13:15 ドリームキッズ 恵庭柏 発寒東 余市 発寒東 13:15 小野幌 西岡北 幌南 厚別通 厚別通

17 13:34 Ｆ混 発寒東　混 余市　混 新川 大平 新川 13:34 幌南 厚別通 三角山 恵庭柏 恵庭柏

18 13:53 新川　混 太平　混 小野幌 新川中央 小野幌 13:53 三角山 恵庭柏 旭 北光 北光

19 14:12 F女 小野幌 新川中央 発寒西 日新 発寒西 14:12 旭 北光 米里 日新 米里

20 14:31 発寒西 日新 新光 発寒東 新光 14:31 米里 日新 新川中央 西岡北 西岡北

21 14:50 Ｆ混 新光　混 発寒東　混 三角山 レッツ桑園 三角山 14:50 新川中央 西岡北 小野幌 澄川南 澄川南

22 15:09 Ｆ女 三角山 レッツ桑園 厚別通 本通 厚別通 15:09 小野幌 澄川南 幌南 北光 幌南

23 15:28 厚別通 本通 小野幌 日新 日新 15:28 幌南 北光 三角山 厚別通 三角山

24 15:47 小野幌 日新 発寒西 新川中央 新川中央 15:47 三角山 厚別通 旭 米里 旭

25 16:06 発寒西 新川中央 三角山 本通 本通 16:06 旭 米里 厚別通 レッツ桑園 レッツ桑園

26 16:25 三角山 本通 発寒西 小野幌 小野幌 16:25 Ｆ女 厚別通 レッツ桑園 旭 米里 米里
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≪確認事項≫

① 出場チーム数が多いため、試合は、３クオーター制です。時間は５分ー１分ー５分ー１分ー５分の流しとなります。
② 試合間は２分です。試合が終了しましたら、すみやかにベンチを出て、次のチームに明け渡してください。
③ 試合時間に関しては、デジタイマーのプログラムで最初から最後まで動かしますので、試合開始時間が早まったり遅く

なったりすることはありません。必ず、タイムテーブル通りに始まりますので、遅れないようお願いします（審判・TOも）。
④ TOは、得点とPOSSのみです（一人もしくは二人で対応してください）。
⑤ 交代は自由としますが、ゲームの進行に支障のないようにお願いします。
⑥ 事前のアップなど、各チームでけがの起こらないよう最善の準備をしてください。

スムーズに流れるようご協力よろしくお願いします！


