
全体概要

■トップチーム　１５分ハーフ　　　メインコート

東寺方 トヨニ 二小　ブルー 坂浜 二小　ホワイト 勝ち点 得失点差 順位

東寺方

トヨニ ①

二小　ブルー ⑥ ④

坂浜 ⑧ ⑩ ②

二小　ホワイト ③ ⑦ ⑨ ⑤

勝ち点２、引き分け１、負け０

　勝ち点が同じ場合、得失点差⇒総得点⇒当該試合の結果⇒抽選　で順位を決定

■１年生大会　・・・　　東寺方、坂浜で対抗戦　　　５人制　　　体育館側コート
　

■２年生大会　・・・　　東寺方（２チーム）、坂浜、二小によるリーグ戦　５人制　　　たんぼ側コート　総当たり２回戦

寺方
エンジ

二小 坂浜
寺方
シロ

　 勝ち点 得失点差 順位

東寺方エンジ

二小

坂浜

東寺方　シロ

勝ち点２、引き分け１、負け０

　勝ち点が同じ場合、得失点差⇒総得点⇒当該試合の結果⇒抽選　で順位を決定



■３年生大会　・・・　　東寺方（２チーム）、坂浜、二小（２チーム）によるリーグ戦　　　４人制　　　　体育館側コート

東寺方エンジ 二小　ブルー 東寺方　シロ 坂浜 二小　ホワイト 勝ち点 得失点差 順位

東寺方エンジ

二小　ブルー

東寺方　シロ

坂浜

二小　ホワイト

勝ち点２、引き分け１、負け０

　勝ち点が同じ場合、得失点差⇒総得点⇒当該試合の結果⇒抽選　で順位を決定



グランド配置

■トップチームの試合のスケジュール　　１人審判（主審のみ）

試合 時間 学年 審判１名 試合時間 備考

1 9:00 東寺方 ｖｓ トヨニ トップ 二小 １５分ハーフ

2 9:40 坂浜 ｖｓ 二小ブルー トップ 東寺方 １５分ハーフ

3 10:20 東寺方 ｖｓ 二小ホワイト トップ 坂浜 １５分ハーフ

4 11:00 トヨニ ｖｓ 二小ブルー トップ 東寺方 １５分ハーフ 　

5 11:40 坂浜 ｖｓ 二小ホワイト トップ トヨニ １５分ハーフ 東寺方、二小ブルー、トヨニ・・豚汁タイム

 　 坂浜、二小ホワイト・・豚汁タイム

6 12:50 東寺方 ｖｓ 二小ブルー トップ 坂浜 １５分ハーフ

7 13:30 トヨニ ｖｓ 二小ホワイト トップ 東寺方 １５分ハーフ 　

8 14:10 東寺方 ｖｓ 坂浜 トップ 二小 １５分ハーフ

9 14:50 二小ブルー ｖｓ 二小ホワイト トップ トヨニ １５分ハーフ

10 15:30 トヨニ ｖｓ 坂浜 トップ 二小 １５分ハーフ

16:15

対戦

表彰式　閉会式

メイングランド

校舎

ミニコート

（西側）

ミニコート
（東側）

アップ
場所



■１年生　・・・　ミニコート（東側・・体育館前）　（５人制　対抗戦）　　勝敗で順位をきめます（勝利が同じ場合、総合得点差、３人ＰＫの順番で決定）

試合 時間 学年 審判１名 試合時間

1 9:20 東寺方 ｖｓ 坂浜 １年 東寺方 １０分１本

2 9:35 東寺方 ｖｓ 坂浜 １年 坂浜 １０分１本

3 9:50 東寺方 ｖｓ 坂浜 １年 東寺方 １０分１本

4

5 10:20 東寺方 ｖｓ 坂浜 １年 東寺方 １０分１本

6 10:35 東寺方 ｖｓ 坂浜 １年 坂浜 １０分１本

7 10:50 東寺方 ｖｓ 坂浜 １年 東寺方 １０分１本

　

　

10 11:05 東寺方＆坂浜 ｖｓ 東寺方＆坂浜 １年 坂浜 １０分１本

11 11:20 東寺方＆坂浜 ｖｓ 東寺方＆坂浜 １年 東寺方 １０分１本

　

　表彰式　その後　豚汁を食べ解散

対戦

レクリエーション　　２チームをまぜて２チームにして試合



■２年生　・・・　ミニコート（西側・・たんぼ側）　（４～５人制総当たり２回戦）　　勝ち点２、引き分け１、負け０　　同位の場合は得失点差、総得点、抽選の順で決定

試合 時間 学年 審判１名 試合時間

1 9:20 東寺方エ ｖｓ 二小 ２年 坂浜 ７分１本

2 9:30 東寺方シ ｖｓ 坂浜 ２年 二小 ７分１本

3 9:40 東寺方エ ｖｓ 坂浜 ２年 東寺方 ７分１本

4 9:50 東寺方シ ｖｓ 二小 ２年 坂浜 ７分１本

5 10:00 坂浜 ｖｓ 二小 ２年 二小 ７分１本

6 10:10 東寺方エ ｖｓ 東寺方シ ２年 東寺方 ７分１本

7 10:40 東寺方エ ｖｓ 坂浜 ２年 坂浜 ７分１本

8 10:50 二小 ｖｓ 東寺方シ ２年 二小 ７分１本

9 11:00 坂浜 ｖｓ 東寺方シ ２年 東寺方 ７分１本

10 11:10 二小 ｖｓ 東寺方エ ２年 坂浜 ７分１本

11 11:20 東寺方エ ｖｓ 東寺方シ ２年 二小 ７分１本

12 11:30 二小 ｖｓ 坂浜 ２年 東寺方 ７分１本

　

　　 　 　

■３年生　・・・　ミニコート（東側・・体育館側）　（４人制）

試合 時間 学年 審判１名 試合時間

1 12:10 東寺方エンジ ｖｓ 二小　ブルー ３年 坂浜 ７分ハーフ　３分インターバル

2 12:30 坂浜 ｖｓ 東寺方シロ ３年 二小 ７分ハーフ　３分インターバル

3 12:50 東寺方エンジ ｖｓ 二小ホワイト ３年 東寺方 ７分ハーフ　３分インターバル

4 13:10 二小　ブルー ｖｓ 東寺方シロ ３年 坂浜 ７分ハーフ　３分インターバル

5 13:30 坂浜 ｖｓ 二小ホワイト ３年 二小 ７分ハーフ　３分インターバル

 　

6 14:20 東寺方エンジ ｖｓ 東寺方シロ ３年 東寺方 ７分ハーフ　３分インターバル

7 14:40 二小　ブルー ｖｓ 二小ホワイト ３年 坂浜 ７分ハーフ　３分インターバル

8 15:00 東寺方エンジ ｖｓ 坂浜 ３年 二小 ７分ハーフ　３分インターバル

9 15:20 東寺方シロ ｖｓ 二小ホワイト ３年 東寺方 ７分ハーフ　３分インターバル

10 15:40 二小　ブルー ｖｓ 坂浜 ３年 東寺方 ７分ハーフ　３分インターバル

16:00 　

※試合前に少し昼食をとってから試合ができればと思います。

対戦

１１：４５　表彰式　その後　豚汁を食べ解散

対戦

表彰式をして解散

トン汁タイム


