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南大阪

第２２回・夏季交歓大会・組み合わせ（女子）

H20.7.27 (日) 狭山南小学校
狭山南・光竜寺・緑ヶ丘・三宝・美加の台

試　合 審　判 ＴＯ 時間

第1試合 狭山南 光竜寺 緑ヶ丘・三宝 美加の台

第3試合 美加の台 狭山南 緑ヶ丘・三宝 三宝 10:50

9:20

第2試合 緑ヶ丘 三宝 狭山南・光竜寺 光竜寺 10:05

第5試合 三宝 美加の台 光竜寺・緑ヶ丘 光竜寺 12:20

第4試合 光竜寺 緑ヶ丘 美加の台・狭山南 狭山南 11:35

第7試合 光竜寺 三宝 狭山南・緑ヶ丘 緑ヶ丘 13:50

第6試合 狭山南 緑ヶ丘 三宝・美加の台 美加の台 13:05

第9試合 狭山南 三宝 緑ヶ丘・美加の台 緑ヶ丘 15:20

第8試合 緑ヶ丘 美加の台 光竜寺・三宝 三宝 14:35

H20.7.27 (日) 貝塚南小学校

第10試合 光竜寺 美加の台 狭山南・三宝 狭山南 16:05

【後片付け】

美加の台

【会場責任】

狭山南

【審判】

光竜寺

【記録】

三宝

【準備責任】

緑ヶ丘

早く終わった場合は繰り上げて次の試合を始めて下さい。

審判が複数いる場合はご協力下さい。

飲食、トイレの使用についてのマナーの徹底をお願いします。

会場は荷物を置くスペースが狭いので、ご協力願います。

駐車場についてはご面倒でも保護者の方に停める場所が適切かどうか確認願います。

第1試合 貝塚南 河内長野 北松尾・狭山西 バロンセスト 9:20

貝塚南・河内長野・北松尾・狭山西・バロンセスト

試　合 審　判 ＴＯ 時間

第3試合 バロンセスト 貝塚南 北松尾・狭山西 狭山西 10:50

第2試合 北松尾 狭山西 貝塚南・河内長野 河内長野 10:05

第5試合 狭山西 バロンセスト 河内長野・北松尾 河内長野 12:20

第4試合 河内長野 北松尾 バロンセスト・貝塚南 貝塚南 11:35

第7試合 河内長野 狭山西 貝塚南・北松尾 北松尾 13:50

第6試合 貝塚南 北松尾 狭山西・バロンセスト バロンセスト 13:05

駐車している車については、南大阪の駐車証を見える位置に置いて下さい。

貝塚南 河内長野 狭山西 北松尾

第10試合 河内長野 バロンセスト 貝塚南・狭山西 貝塚南 16:05

駐車している車については、南大阪の駐車証を見える位置に置いて下さい。

バロンセスト

早く終わった場合は繰り上げて次の試合を始めて下さい。

審判が複数いる場合はご協力下さい。

飲食、トイレの使用についてのマナーの徹底をお願いします。

会場は荷物を置くスペースが狭いので、ご協力願います。

駐車場についてはご面倒でも保護者の方に停める場所が適切かどうか確認願います。

【会場責任】 【審判】 【記録】 【準備責任】 【後片付け】

第9試合 貝塚南 狭山西 北松尾・バロンセスト 北松尾 15:20

第8試合 北松尾 バロンセスト 河内長野・狭山西 狭山西 14:35
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藤沢 狭山東 千代田Ｂ 白鳥 狭山七Ｂ

早く終わった場合は繰り上げて次の試合を始めて下さい。

審判が複数いる場合はご協力下さい。

飲食、トイレの使用についてのマナーの徹底をお願いします。

会場は荷物を置くスペースが狭いので、ご協力願います。

駐車場についてはご面倒でも保護者の方に停める場所が適切かどうか確認願います。

駐車している車については、南大阪の駐車証を見える位置に置いて下さい。

【後片付け】

第8試合 白鳥 狭山七Ｂ 狭山東・千代田Ｂ 千代田Ｂ 14:35

第9試合 藤沢 千代田Ｂ 白鳥・狭山七Ｂ 白鳥 15:20

第10試合 狭山東 狭山七Ｂ 藤沢・千代田Ｂ 藤沢 16:05

【会場責任】 【審判】 【記録】 【準備責任】

第6試合 藤沢 白鳥 千代田Ｂ・狭山七Ｂ 狭山七Ｂ 13:05

狭山東 千代田Ｂ 藤沢・白鳥 白鳥 13:50第7試合

第4試合 狭山東 白鳥 狭山七Ｂ・藤沢 藤沢 11:35

第5試合 千代田Ｂ 狭山七Ｂ 狭山東・白鳥 狭山東 12:20

第2試合 白鳥 千代田Ｂ 藤沢・狭山東 狭山東 10:05

第3試合 狭山七Ｂ 藤沢 白鳥・千代田Ｂ 千代田Ｂ 10:50

藤沢・狭山東・白鳥・千代田Ｂ・狭山七Ｂ

試　合 審　判 ＴＯ 時間

第1試合 藤沢 狭山東 白鳥・千代田Ｂ 狭山七Ｂ 9:20

取石 千代田Ａ 松原東 光明台 コンドルズ

取石・松原東千代田Ａ コンドルズ

H20.8.2 (土) 東羽衣小学校・Ｂコート

会場は荷物を置くスペースが狭いので、ご協力願います。

駐車場についてはご面倒でも保護者の方に停める場所が適切かどうか確認願います。

駐車している車については、南大阪の駐車証を見える位置に置いて下さい。

光明台・コンドルズ 光明台 15:20

松原東・コンドルズ

取石 16:05

【会場責任】 【審判】 【記録】 【準備責任】 【後片付け】

第7試合 千代田Ａ 松原東

第8試合 光明台 コンドルズ

H20.8.2 (土) 東羽衣小学校・Ａコート

南大阪

第２２回・夏季交歓大会・組み合わせ（女子）

Ａコート／取石・千代田Ａ・光明台・松原東・コンドルズ

試　合 審　判 ＴＯ 時間

光明台・松原東 コンドルズ 9:20

第3試合 コンドルズ 取石

第4試合 千代田Ａ 光明台

第1試合 取石 千代田Ａ

第2試合 光明台 松原東 取石・千代田Ａ 千代田Ａ 10:05

光明台・松原東 松原東 10:50

コンドルズ・取石 取石 11:35

第5試合 松原東 コンドルズ

第6試合 取石 光明台

早く終わった場合は繰り上げて次の試合を始めて下さい。

審判が複数いる場合はご協力下さい。

飲食、トイレの使用についてのマナーの徹底をお願いします。

第9試合 取石 松原東

第10試合

千代田Ａ・光明台 千代田Ａ 12:20

コンドルズ 13:05

取石・光明台 光明台 13:50

千代田Ａ・松原東 松原東 14:35
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【会場責任】 【審判】 【記録】 【準備責任】 【後片付け】

太子 Ｍビーンズ 狭山七 北池田 阪南

第8試合 ５位決定戦 ３位決定戦 未定 15:10

第9試合 １位決定戦 ５位決定戦 未定 16:00

第6試合 阪南 RED PHOENIX 北池田・Ｍビーンズ 狭山七Ａ 13:30

第7試合 ３位決定戦 １位決定戦 未定 14:20

第4試合 狭山七Ａ RED PHOENIX 太子・Ｍビーンズ 阪南 11:50

第5試合 北池田 Ｍビーンズ 狭山七・RED PHOENIX RED PHOENIX 12:40

第2試合 狭山七Ａ 阪南 太子・北池田 太子 10:10

第3試合 太子 Ｍビーンズ 狭山七Ａ・阪南 北池田 11:00

試　合 審　判 ＴＯ 時間

第1試合 太子 北池田 Ｍビーンズ・RED PHOENIX Ｍビーンズ 9:20

駐車場についてはご面倒でも保護者の方に停める場所が適切かどうか確認願います。

駐車している車については、南大阪の駐車証を見える位置に置いて下さい。

早く終わった場合は繰り上げて次の試合を始めて下さい。

審判が複数いる場合はご協力下さい。

飲食、トイレの使用についてのマナーの徹底をお願いします。

会場は荷物を置くスペースが狭いので、ご協力願います。

南大阪

第２２回・夏季交歓大会・組み合わせ（女子）

H20.8.3 (日) 太子体育館
Ａグループ／太子・北池田・Ｍビーンズ

Ｂグループ／狭山七Ａ・阪南・RED PHOENIX

高小・鳳 鳳 10:05

第3試合 千早赤坂 高小 榎・ルーキーズ ルーキーズ 10:50

第4試合 鳳 榎 千早赤坂・高小 高小 11:35

第5試合 ルーキーズ 千早赤坂 鳳・榎 鳳 12:20

第6試合 高小 榎 ルーキーズ・千早赤坂 千早赤坂 13:05

第7試合 鳳 ルーキーズ 高小・榎 榎 13:50

第8試合 榎 千早赤坂 鳳・ルーキーズ ルーキーズ 14:35

第9試合 高小 ルーキーズ 榎・千早赤坂 榎 15:20

千早赤坂

早く終わった場合は繰り上げて次の試合を始めて下さい。

審判が複数いる場合はご協力下さい。

飲食、トイレの使用についてのマナーの徹底をお願いします。

会場は荷物を置くスペースが狭いので、ご協力願います。

第10試合 鳳 千早赤坂 高小・ルーキーズ 高小 16:05

【会場責任】 【審判】 【記録】 【準備責任】 【後片付け】

駐車場についてはご面倒でも保護者の方に停める場所が適切かどうか確認願います。

駐車している車については、南大阪の駐車証を見える位置に置いて下さい。

H20.8.31 (日) 高鷲小学校
高小・鳳・榎・ルーキーズ・千早赤坂

試　合 審　判 ＴＯ 時間

第1試合 高小 鳳 榎・ルーキーズ 千早赤坂 9:20

第2試合 榎 ルーキーズ

高小 鳳 ルーキーズ 榎


