
男子／泉大津・光明台・取石
女子／泉大津・取石・榎・熊野

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

※試合を２回繰り返していますが、２回目以降は各チームで話し合って決めて下さい。

★ 早く終わった場合は、繰り上げて次の試合をはじめてください。
★ 審判が複数いる場合は、ご協力願います。３人にご協力いただければ、１人２試合で済みます
★ 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どこも狭いので、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徹底願います。
★ 駐車している車については、紙にチーム名を書いて、見える位置に置くことについての、

連絡を忘れずにして下さい。

・ タイムアウトは各クォーター１回づつとることが出来る。
・ チームエントリーは、８名以上（連続３Ｑをなくすため）１５名以下。
・ 登録選手は必ず１Ｑは出場させること。８名未満の参加は認めません。
・ 当日、人数不足の場合は、試合は行いますが負けとします。

http://minamiosakabaske.konjiki.jp/

第12試合 光明台 取石 前の負け 14:30

女子
男子
女子
男子
女子
男子
女子
男子
女子
男子
女子
男子

交互審判

審　判

第11試合 取石 榎 前の負け

南大阪

第５回・Ｕ－１０大会・組み合わせ

H20.10.18 (土) 浜小学校

第10試合 泉大津 取石 前の負け 13:30

11:00
第4試合 泉大津 取石 前の負け 10:30

第7試合 取石 熊野 前の負け 12:00
第6試合 光明台 取石

14:00

時間
第1試合 泉大津 取石 榎 9:00

試　合 ＴＯ

第3試合 榎 熊野 前の負け 10:00
第2試合 泉大津 光明台 前の負け 9:30

第5試合 泉大津 榎 前の負け

前の負け 11:30

第9試合 泉大津 熊野 前の負け 13:00
第8試合 泉大津 光明台 前の負け 12:30



女子／藤沢・Ｍビーンズ・鳳・千早赤阪

－
－
－
－
－
－

※ 試合が連続する場合、休憩時間を１０分程度とります。

★ 早く終わった場合は、繰り上げて次の試合をはじめてください。
★ 審判が複数いる場合は、ご協力願います。３人にご協力いただければ、１人２試合で済みます
★ 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どこも狭いので、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徹底願います。
★ 駐車している車については、紙にチーム名を書いて、見える位置に置くことについての、

連絡を忘れずにして下さい。

・ タイムアウトは各クォーター１回づつとることが出来る。
・ チームエントリーは、８名以上（連続３Ｑをなくすため）１５名以下。
・ 登録選手は必ず１Ｑは出場させること。８名未満の参加は認めません。
・ 当日、人数不足の場合は、試合は行いますが負けとします。

http://minamiosakabaske.konjiki.jp/

12:00

第4試合 女子 Ｍビーンズ 千早赤阪 前の負け 11:00
第5試合 女子 千早赤阪 藤沢 Ｍビーンズ 11:30

鳳 9:30
第2試合 女子 鳳 千早赤阪 藤沢 10:00
第3試合 女子 藤沢 鳳 千早赤阪 10:30

第1試合 女子 藤沢 Ｍビーンズ

交互審判

第6試合 女子 Ｍビーンズ 鳳 前の負け

南大阪

第５回・Ｕ－１０大会・組み合わせ

H20.10.18 (土) 小金台小学校

試　合 審　判 ＴＯ 時間



男子／久野喜・ビーンズ・狭山東・河内長野
女子／久野喜・コンドルズ・狭山西・千代田

－
－
－
－
－
－
－
－

※ 男子・女子の3試合目は、各チームで相談して決めて下さい。

★ 早く終わった場合は、繰り上げて次の試合をはじめてください。
★ 審判が複数いる場合は、ご協力願います。３人にご協力いただければ、１人２試合で済みます
★ 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どこも狭いので、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徹底願います。
★ 駐車している車については、紙にチーム名を書いて、見える位置に置くことについての、

連絡を忘れずにして下さい。

・ タイムアウトは各クォーター１回づつとることが出来る。
・ チームエントリーは、８名以上（連続３Ｑをなくすため）１５名以下。
・ 登録選手は必ず１Ｑは出場させること。８名未満の参加は認めません。
・ 当日、人数不足の場合は、試合は行いますが負けとします。

http://minamiosakabaske.konjiki.jp/

３試合目
３試合目第10試合 男子 前の負け 16:30

女子 前の負け 16:00
②勝ち ④勝ち

第6試合 男子 ②負け ④負け 前の負け 14:30
第7試合 女子 ①勝ち ③勝ち 前の負け 15:00

第4試合 男子 狭山東 河内長野 前の負け 13:30
第5試合 女子 ①負け ③負け 前の負け 14:00

久野喜 12:00
第2試合 男子 久野喜 ビーンズ 前の負け 12:30
第3試合 女子 狭山西 千代田 前の負け 13:00

第1試合 女子 久野喜 コンドルズ

交互審判

第8試合 男子 前の負け 15:30
第9試合

南大阪

第５回・Ｕ－１０大会・組み合わせ

H20.10.18 (土) 久野喜小学校

試　合 審　判 ＴＯ 時間



男子／松原東・太子・狭山西・河南
女子／泉北・北松尾・河南

－
－
－
－
－
－
－
－
－

★ 早く終わった場合は、繰り上げて次の試合をはじめてください。
★ 審判が複数いる場合は、ご協力願います。３人にご協力いただければ、１人２試合で済みます
★ 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どこも狭いので、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徹底願います。
★ 駐車している車については、紙にチーム名を書いて、見える位置に置くことについての、

連絡を忘れずにして下さい。

・ タイムアウトは各クォーター１回づつとることが出来る。
・ チームエントリーは、８名以上（連続３Ｑをなくすため）１５名以下。
・ 登録選手は必ず１Ｑは出場させること。８名未満の参加は認めません。
・ 当日、人数不足の場合は、試合は行いますが負けとします。

http://minamiosakabaske.konjiki.jp/

３試合目 前の負け 13:45
第11試合 女子 ３試合目 前の負け 14:15

泉北 河南
北松尾 河南女子 前の負け 13:15

第10試合 女子

第6試合 男子 太子 狭山西 前の負け 11:45
第7試合 女子 泉北 北松尾 前の負け 12:15

第4試合 男子 太子 河南 前の負け 10:45
第5試合 男子 松原東 河南 前の負け 11:15

狭山西 9:15
第2試合 男子 狭山西 河南 前の負け 9:45
第3試合 男子 松原東 狭山西 前の負け 10:15

第1試合 男子 松原東 太子

交互審判

第8試合 女子 前の負け 12:45
第9試合

南大阪

第５回・Ｕ－１０大会・組み合わせ

H20.10.18 (土) 太子体育館

試　合 審　判 ＴＯ 時間



男子／光竜寺・高小・藤井寺・北松尾

－
－
－
－
－
－

※ 試合が連続する場合、休憩時間を１０分程度とります。

★ 早く終わった場合は、繰り上げて次の試合をはじめてください。
★ 審判が複数いる場合は、ご協力願います。３人にご協力いただければ、１人２試合で済みます
★ 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どこも狭いので、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徹底願います。
★ 駐車している車については、紙にチーム名を書いて、見える位置に置くことについての、

連絡を忘れずにして下さい。

・ タイムアウトは各クォーター１回づつとることが出来る。
・ チームエントリーは、８名以上（連続３Ｑをなくすため）１５名以下。
・ 登録選手は必ず１Ｑは出場させること。８名未満の参加は認めません。
・ 当日、人数不足の場合は、試合は行いますが負けとします。

http://minamiosakabaske.konjiki.jp/

11:00
第5試合 男子 光竜寺 北松尾 高小 11:30
第6試合 男子 高小 藤井寺 前の負け 12:00

藤井寺 9:30
第2試合 男子 藤井寺 北松尾 光竜寺 10:00
第3試合 男子 光竜寺 藤井寺 北松尾 10:30

第1試合 男子 光竜寺 高小

交互審判
第4試合 男子 高小 北松尾 前の負け

南大阪

第５回・Ｕ－１０大会・組み合わせ

H20.10.19 (日) 光竜寺小学校

試　合 審　判 ＴＯ 時間



男子／貝塚南・美加の台・北池田・狭山南
女子／貝塚南・狭山七・北池田・狭山南

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

★ 早く終わった場合は、繰り上げて次の試合をはじめてください。
★ 審判が複数いる場合は、ご協力願います。３人にご協力いただければ、１人２試合で済みます
★ 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どこも狭いので、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徹底願います。
★ 駐車している車については、紙にチーム名を書いて、見える位置に置くことについての、

連絡を忘れずにして下さい。

・ タイムアウトは各クォーター１回づつとることが出来る。
・ チームエントリーは、８名以上（連続３Ｑをなくすため）１５名以下。
・ 登録選手は必ず１Ｑは出場させること。８名未満の参加は認めません。
・ 当日、人数不足の場合は、試合は行いますが負けとします。

http://minamiosakabaske.konjiki.jp/

13:30
第11試合 男子 貝塚南 狭山南 前の負け 14:00
第12試合 男子 北池田 美加の台 前の負け 14:30

12:00
第8試合 男子 北池田 狭山南 前の負け 12:30
第9試合 男子 貝塚南 北池田 前の負け 13:00

第5試合 女子 貝塚南 狭山南 前の負け 11:00
第6試合 女子 狭山七 北池田 前の負け 11:30

女子 貝塚南 北池田 前の負け 10:00
第4試合 女子 狭山七 狭山南 前の負け 10:30

試　合 審　判 ＴＯ 時間

南大阪

第５回・Ｕ－１０大会・組み合わせ

H20.10.19 (日) 貝塚南小学校

第1試合 女子 貝塚南 狭山七

交互審判

北池田 9:00
第2試合 女子 北池田 狭山南

第7試合 男子 貝塚南 美加の台 前の負け

第10試合 男子 美加の台 狭山南 前の負け

前の負け 9:30
第3試合



男子／ルーキーズ・熊野・五箇荘・千代田
女子／ルーキーズ・レッドフェニックス・五箇荘・河内長野

Ａコート

－
－
－
－
－
－

Ｂコート

－
－
－
－
－
－

※試合を２回繰り返していますが、２回目以降は各チームで話し合って決めて下さい。

★ 審判割当は、一人にしています。もし、あいている人がいれば２人制にしてください。
★ 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どこも狭いので、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徹底願います。
★ 駐車している車については、紙にチーム名を書いて、見える位置に置くことについての、

連絡を忘れずにして下さい。

・ タイムアウトは各クォーター１回づつとることが出来る。
・ チームエントリーは、８名以上（連続３Ｑをなくすため）１５名以下。
・ 登録選手は必ず１Ｑは出場させること。８名未満の参加は認めません。
・ 当日、人数不足の場合は、試合は行いますが負けとします。

http://minamiosakabaske.konjiki.jp/

15:15
第6試合 女子 レッドフェニックス 五箇荘 前の負け 15:45

レッドフェニックス

五箇荘
河内長野
千代田
五箇荘
千代田

河内長野
熊野

ルーキーズ
熊野

レッドフェニックス

ルーキーズ

試　合 審　判 ＴＯ 時間

第3試合 男子 熊野 千代田 前の負け 14:15
第4試合 女子 レッドフェニックス 河内長野 前の負け 14:45
第5試合 男子 熊野 五箇荘 前の負け

第1試合 男子 五箇荘 千代田 五箇荘 13:15
第2試合 女子 五箇荘 河内長野 前の負け 13:45

15:45
第5試合 男子 ルーキーズ 千代田 前の負け 15:15
第6試合 女子 ルーキーズ 河内長野 前の負け

13:45
第3試合 男子 ルーキーズ 五箇荘 前の負け 14:15
第4試合 女子 ルーキーズ 五箇荘 前の負け 14:45

南大阪

第５回・Ｕ－１０大会・組み合わせ

H20.10.19 (日) 戎小学校

試　合 審　判 ＴＯ 時間
第1試合 男子 ルーキーズ 熊野 レッドフェニックス 13:15
第2試合 女子 ルーキーズ レッドフェニックス 前の負け


