
コート

五日市観音 ＶＳ 井口明神 SMBC ＶＳ 沼田東 白岳 ＶＳ 三篠 千田 ＶＳ 草津 津之郷 ＶＳ オーシャンズ 東広島 ＶＳ 五日市

広１ 広８ 福４ 尾三２ 呉１ 広７ 広３ 広５ 福２ 尾三１ 呉３ 広６

海星 ＶＳ 大竹 白岳 ＶＳ オーシャンズ 東広島 ＶＳ 吉和 グラスホッパーズ ＶＳ 美鈴が丘 駅家 ＶＳ 矢賀 宇品 ＶＳ 伴東

広１ 広８ 呉４ 尾三２ 呉２ 尾三１ 福３ 広６ 福１ 広７ 広３ 広５

呉中央 ＶＳ 五日市観音 口田 ＶＳ SMBC 山手 ＶＳ 白岳 昭和 ＶＳ 千田 古田 ＶＳ 津之郷 川口 ＶＳ 東広島

呉４ 広１ 広２ 福４ 福３ 呉１ 呉２ 広３ 広４ 福２ 福１ 呉３

ラビッツ ＶＳ 海星 神崎 ＶＳ 白岳 南観音 ＶＳ 東広島 安浦 ＶＳ グラスホッパーズ 高屋 ＶＳ 駅家 津之郷 ＶＳ 宇品

福４ 広１ 広２ 呉４ 広４ 呉２ 呉１ 福３ 呉３ 福１ 福２ 広３

井口明神 ＶＳ 呉中央 沼田東 ＶＳ 口田 三篠 ＶＳ 山手 草津 ＶＳ 昭和 オーシャンズ ＶＳ 古田 五日市 ＶＳ 川口

広８ 呉４ 尾三２ 広２ 広７ 福３ 広５ 呉２ 尾三１ 広４ 広６ 福１

大竹 ＶＳ ラビッツ オーシャンズ ＶＳ 神崎 吉和 ＶＳ 南観音 美鈴が丘 ＶＳ 安浦 矢賀 ＶＳ 高屋 伴東 ＶＳ 津之郷

広８ 福4 尾三２ 広２ 尾三１ 広４ 広６ 呉１ 広７ 呉３ 広５ 福２

☆タイムテーブルの左側のチームがオフィシャルに向かって右側のベンチで、ユニフォームは淡色とする。
☆メンバー表は、１クォーター出場選手にチェックし、前試合のハーフタイムまでに大会本部まで提出する。
☆ハーフタイムの次試合のチームの練習は不可とする。
☆試合開始時刻は、定刻とする。ただし、試合時間が延びて定刻より遅れた場合、前試合終了８分後に試合開始とする。
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コート コート

五日市観音 ＶＳ 山手 千田 ＶＳ 川口 五日市観音 ＶＳ 千田 オーシャンズ ＶＳ 川口

広１ 福３ 広３ 福１ 広１ 広３ 尾三１ 福１

海星 ＶＳ 駅家 伴東 ＶＳ 美鈴が丘 海星 ＶＳ 伴東 駅家 ＶＳ 神崎

広１ 福１ 広５ 広６ 広１ 広５ 福１ 広２

オーシャンズ ＶＳ 五日市観音 沼田東 ＶＳ 千田 山手 ＶＳ 沼田東 南観音 ＶＳ 美鈴が丘

尾三１ 広１ 尾三２ 広３ 福３ 尾三２ 広４ 広６

南観音 ＶＳ 海星 神崎 ＶＳ 伴東 五日市観音 ＶＳ オーシャンズ 千田 ＶＳ 川口

広４ 広１ 広２ 広５ 広１ 尾三１ 広３ 福１

山手 ＶＳ オーシャンズ 川口 ＶＳ 沼田東 海星 ＶＳ 駅家 伴東 ＶＳ 神崎

福３ 尾三１ 福１ 尾三２ 広１ 福１ 広５ 広２

駅家 ＶＳ 南観音 美鈴が丘 ＶＳ 神崎

福１ 広４ 広６ 広２

☆タイムテーブルの左側のチームがオフィシャルに向かって右側のベンチで、ユニフォームは淡色とする。
☆メンバー表は、１クォーター出場選手にチェックし、前試合のハーフタイムまでに大会本部まで提出する。
☆ハーフタイムの次試合のチームの練習は不可とする。
☆試合開始時刻は、定刻とする。ただし、試合時間が延びて定刻より遅れた場合、前試合終了８分後に試合開始とする。
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県大会３日目　タイムテーブル
7月3日（日） 白竜ドーム 7月9日（土） びんご運動公園
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