
時　　　間

8:30

9:00

   ９：３０～(１２分) 古川（10－2）横手 あ１ 大崎（1－11）横手 Ａ１ ８：００ 開場～

　９：４５～(１２分） 大崎（3－4）滝沢 い１ 黒川（9－3）あおば Ｂ１

１０：００～(１２分) 高崎（3－2）土浦 あ２ 古川（2－8）栃木 Ｃ１

１０：１５～(１２分) 栃木（17－2）山形 い２ 麻生（6－0）花巻 Ａ２  １０：００～

１０：３０～(１２分) 横手（5－3）花巻 あ３ 土浦（14－3）滝沢 Ｂ２ １０：３０～(１２分) さくら（4－14）横手 ①

１０：４５～(１２分) 麻生（8－2）羽後 い３ 高崎（3－7）羽後 Ｃ２ １０：４５～(１２分) 栃木（12－0）麻生 ②

１１：００～(１２分) 古川（5－3）高崎 あ４ 横手（12－5）山形 Ａ３ １１：００～(１２分) 横手（3－8）花巻 ③

１１：１５～(１２分) 大崎（3－9）栃木 い４ あおば（14-9）福島 Ｂ３ １１：１５～(１２分) さくら（1－30）栃木 ④

１１：３０～(１２分) 土浦（11－2）花巻 あ５ 古川（4－9）高崎 Ｃ３ １１：３０～(１２分) 麻生（3－8）花巻 ⑤

１１：４５～(１２分) 滝沢（7－5）麻生 い５ 大崎（6－12）麻生 Ａ４ １１：４５～(１２分)

１２：００～(１２分) 横手（6－7）高崎 あ６ 黒川（5－13）土浦 Ｂ４ １２：００～(１２分)

１２：１５～(１２分) 山形（2－10）羽後 い６ 栃木（4－6）羽後 Ｃ４ １２：１５～(１２分)

１２：３０～(１２分) 古川（10－5）花巻 あ７ 花巻（3－9）山形 Ａ５ １２：３０～(１２分)

１２：４５～(１２分) 栃木（4－4）麻生 い７ 滝沢（12－5）福島 Ｂ５ １２：４５～(１２分)

１３：００～(１２分) 横手（8－9）土浦 あ８ 栃木（9－6）高崎 Ｃ５ １３：００～(１２分) 横手（2－19）栃木 ⑥

１３：１５～(１２分) 大崎（10－3）山形 い８ 横手（7－4）麻生 Ａ６ １３：１５～(１２分) さくら（3－12）花巻 ⑦

１３：３０～(１２分) 高崎（6－3）花巻 あ９ あおば（4-19）土浦 Ｂ６ １３：３０～(１２分) 横手（6－8）麻生 ⑧

１３：４５～(１２分) 滝沢（10－5）羽後 い９ 古川（3－11）羽後 Ｃ６ １３：４５～(１２分) 栃木（14－4）花巻 ⑨

１４：００～(１２分) 古川（3－5）土浦 あ１０ 大崎（4－9）山形 Ａ７ １４：００～(１２分) さくら（3－11）麻生 ⑩

１４：１５～(１２分) 山形（0－11）麻生 い１０ 黒川（10－1）福島 Ｂ７ １４：１５～(１２分) フリーマッチ U-10

１４：３０～(１２分) 横手（4－3）高崎 エキシ 羽後（5－7）高崎 エキシ １４：３０～(１２分) フリーマッチ U-10

１４：４５～(１２分) 大崎（5－6）羽後 い１1 横手（13－2）花巻 Ａ８ １４：４５～(１２分) フリーマッチ U-10

１５：００～(１２分) 花巻（2－13）土浦 エキシ あおば（6－9）滝沢 Ｂ８ １５：００～(１２分) フリーマッチ U-10

１５：１５～(１２分) 滝沢（4－7）栃木 い１2 古川（2－6）栃木 エキシ １５：１５～(１２分) フリーマッチ U-10

１５：３０～(１２分) 大崎（0－9）麻生 い１3 麻生（7－5）山形 Ａ９ １５：３０～

１５：４５～(１２分) 栃木（14－1）羽後 い１4 土浦（18－2）福島 Ｂ９

１６：００～(１２分) 滝沢（14－2）山形 い１5 大崎（3－12）花巻 Ａ10

１６：１５～(１２分) 古川（6－7）土浦　エキシ 黒川（7－3）滝沢 Ｂ10

１６：３０～(１２分) フリーマッチ フリーマッチ

１６：４５～(１２分) フリーマッチ フリーマッチ １６：３０まで

１８：３０～
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時　　　間 時　　間

　８：３０～(10分) 山形（4－6）麻生 Ｄ１ 大崎（3－8）花巻 Ｅ１ 　８：３０～(10分) 横手（3－3）高崎 う１

　８：４２～(10分) 黒川（5－1）滝沢 Ｄ２ 福島（4－6）あおば Ｅ２ 　８：４２～(10分) 羽後（1－7）麻生 う２

高崎（5－4）栃木 Ｄ３ 　８：５４～(10分) 麻生（1－4）高崎 う３

黒川（7－2）麻生 Ｄ４ 　９：０６～(10分) 羽後（6－5）横手 う４

栃木（9－2）山形 Ｄ５ 　９：１８～(10分) 羽後（2－4）高崎 う５

東根（7－7）古川 Ｅ３ 　９：３０～(10分) 麻生（1－11）横手 う６

あおば（7－1）花巻 Ｅ４ 　９：４２～(10分) さくら（4－10）横手 ⑪

古川（7－5）大崎 Ｅ５ 　９：５４～(10分) 栃木（7－4）麻生 ⑫

東根（5－8）福島 Ｅ６ 　１０：０６～(10分) 横手（0－7）花巻 ⑬

古川（6－13）あおば Ｅ７ 　１０：１８～(10分) さくら（0－12）栃木 ⑭

高崎（2－6）滝沢 Ｄ６ 　１０：３０～(10分) 麻生（3－6）花巻 ⑮

栃木（2－8）黒川 Ｄ７ 　１０：４２～(10分) 東根（0－14）花巻 え１

滝沢（2－3）麻生 Ｄ８ 　１０：５４～(10分) 山形（2－8）大崎 え２

高崎（6－4）山形 Ｄ９ 　１１：０６～(10分) 大崎（5－4）花巻 え３

栃木（6－5）滝沢 Ｄ１０ 　１１：１８～(10分) 山形（12－2）東根 え４

福島（4－4）花巻 Ｅ８ 　１１：３０～(10分) 山形（2－7）花巻 え５

東根（9－3）大崎 Ｅ９ 　１１：４２～(10分) 大崎（17－1）東根 え６

古川（1－8）福島 Ｅ１０ 　１１：５４～(10分) 横手（5－9）栃木 ⑯

東根（6－4）花巻 Ｅ１１ 　１２：０６～(10分) さくら（1－8）花巻 ⑰

あおば（14－0）大崎 Ｅ１２ 　１２：１８～(10分) 横手（7－10）麻生 ⑱

高崎（7－4）麻生 Ｄ１１ 　１２：３０～(10分) 栃木（4－7）花巻 ⑲

黒川（10－2）山形 Ｄ１２ 　１２：４２～(10分) さくら（1－7）麻生 ⑳

栃木（3－5）麻生 Ｄ１３ 　１２：５４～(10分) 横手（1－3）高崎 う７

高崎（3－5）黒川 Ｄ１４ 　１３：０６～(10分) 羽後（0－5）麻生 う８

滝沢（9－4）山形 Ｄ１５ 　１３：１８～(10分) 麻生（3－7）高崎 う９

古川（2－3）花巻 Ｅ１３ 　１３：３０～(10分) 東根（0－15）花巻 え７

東根（6－10）あおば Ｅ１４ 　１３：４２～(10分) 山形（3－6）大崎 え８

福島（10－3）大崎 Ｅ１５ 　１３：５４～(10分) 大崎（4－4）花巻 え９

フリーマッチ フリー 　１４：０６～(10分) 羽後（9－5）横手 う１０

フリーマッチ フリー 　１４：１８～(10分) 羽後（3－2）高崎 う１１

フリーマッチ フリー 　１４：３０～(10分) 麻生（6－2）横手 う１２

フリーマッチ フリー 　１４：４２～(10分) 山形（5－3）東根 え１０

フリーマッチ フリー 　１４：５４～(10分) 山形（5－9）花巻 え１１

　１５：０６～(10分) 大崎（10－2）東根 え１２

１５：３０～

男子決勝リーグ

横手　―　土浦

（9　―　27）

Cコート（田尻中学校）Bコート（ステージ側）Aコート（正面入り口側）

９：３０～

[ 15-(10)-15 ]

閉          会          式

（11　―　17）

男子決勝リーグ

土浦　―　羽後

大会２日目（４月２９日：日曜日）

女子準決勝①

古川　―　滝沢

（13　―　22）

（17　―　14）

女子準決勝②

土浦　―　栃木

（21　―　4）

羽後　―　横手

（14　―　20）

１０：２０～

[ 15-(10)-15 ]

１４：３０～

[ 15-(10)-15 ]

１３：４０～

[ 15-(10)-15 ]

１２：５０～

[ 15-(10)-15 ]

１２：００～

[ 15-(10)-15 ]

１１：１０～

[ 15-(10)-15 ]

滝沢　―　栃木

（9　―　19）

女子決勝

男子決勝リーグ

女子３位決定戦

古川　―　土浦


