
第１４回牛久かっぱドッジボール大会　　試合スケジュール ※網掛けは、試合前１分間練習

8:00
8:30

試合球 ｵﾌｨｼｬﾙから見て左側 ｵﾌｨｼｬﾙから見て右側 ｵﾌｨｼｬﾙから見て左側 ｵﾌｨｼｬﾙから見て右側 試合球
9:00 予選リーグ モルテン 1 三島☆金狼 × TOKURIKI☆INNOCENT 1 桜木DBC × 白二ビクトリー モルテン

9:10 予選リーグ モルテン 2 ツナマヨネーズ × 道塚ドリームウイングス 2 フラッシュ☆キッズ × 吉田☆ラッキースターズ モルテン

9:20 予選リーグ モルテン 3 新鶴ファイターズ × 仙波小ファイターズ 3 八幡小キョロちゃんファイターズ × 茨城ＫＯＳＭＯ モルテン

9:30 予選リーグ モルテン 4 新町元気丸 × 水戸ビクトリー 4 八千代ゴールドスター × イコール関沢 モルテン

9:40 予選リーグ モルテン 5 茨城スーパーフロンティア × WANOドリームズ 5 上溝スーパーファイターズ × 本庄アタッカーズ モルテン

9:50 予選リーグ モルテン 6 デイリー相模原ボンバーズ × 佐野小ファイターズ 6 千葉ドラーズ × ＭＭ∞INFINITY モルテン

10:00 予選リーグ モルテン 7 北麓ファイターズ × Ｇｒｏｏｖｙ　Ｓｔａｒｓ 7 富岡ウイング × 女塚ゴッチャンファイターズ モルテン

10:10 予選リーグ モルテン 8 須賀川ゴジラキッズDBC × チームアンフィニ∞笠懸 8 河和田ボンバーズ × ＭＭＤＣ モルテン

10:20 予選リーグ モルテン 9 TOKURIKI☆INNOCENT × 牛久かっぱ～ず。 9 三島☆金狼 × 桜木DBC モルテン

10:30 予選リーグ モルテン 10 ツナマヨネーズ × フラッシュ☆キッズ 10 道塚ドリームウイングス × 吉田☆ラッキースターズ モルテン

10:39 予選リーグ モルテン 11 新鶴ファイターズ × 八幡小キョロちゃんファイターズ 11 仙波小ファイターズ × 茨城ＫＯＳＭＯ モルテン

10:48 予選リーグ モルテン 12 新町元気丸 × 八千代ゴールドスター 12 水戸ビクトリー × イコール関沢 モルテン

10:57 予選リーグ モルテン 13 茨城スーパーフロンティア × 上溝スーパーファイターズ 13 WANOドリームズ × 本庄アタッカーズ モルテン

11:06 予選リーグ ミカサ 14 デイリー相模原ボンバーズ × 千葉ドラーズ 14 佐野小ファイターズ × ＭＭ∞INFINITY ミカサ

11:15 予選リーグ ミカサ 15 北麓ファイターズ × 富岡ウイング 15 Ｇｒｏｏｖｙ　Ｓｔａｒｓ × 女塚ゴッチャンファイターズ ミカサ

11:24 予選リーグ ミカサ 16 須賀川ゴジラキッズDBC × 河和田ボンバーズ 16 チームアンフィニ∞笠懸 × ＭＭＤＣ ミカサ

11:33 予選リーグ ミカサ 17 白二ビクトリー × 牛久かっぱ～ず。 17 TOKURIKI☆INNOCENT × 桜木DBC ミカサ

11:42 予選リーグ ミカサ 18 道塚ドリームウイングス × フラッシュ☆キッズ 18 ツナマヨネーズ × 吉田☆ラッキースターズ ミカサ

11:51 予選リーグ ミカサ 19 仙波小ファイターズ × 八幡小キョロちゃんファイターズ 19 新鶴ファイターズ × 茨城ＫＯＳＭＯ ミカサ

12:00 予選リーグ ミカサ 20 水戸ビクトリー × 八千代ゴールドスター 20 新町元気丸 × イコール関沢 ミカサ

12:09 予選リーグ ミカサ 21 三島☆金狼 × 白二ビクトリー 21 桜木DBC × 牛久かっぱ～ず。 ミカサ

12:18 予選リーグ ミカサ 22 WANOドリームズ × 上溝スーパーファイターズ 22 茨城スーパーフロンティア × 本庄アタッカーズ ミカサ

12:27 予選リーグ ミカサ 23 佐野小ファイターズ × 千葉ドラーズ 23 デイリー相模原ボンバーズ × ＭＭ∞INFINITY ミカサ

12:36 予選リーグ ミカサ 24 Ｇｒｏｏｖｙ　Ｓｔａｒｓ × 富岡ウイング 24 北麓ファイターズ × 女塚ゴッチャンファイターズ ミカサ

12:45 予選リーグ ミカサ 25 チームアンフィニ∞笠懸 × 河和田ボンバーズ 25 須賀川ゴジラキッズDBC × ＭＭＤＣ ミカサ

12:54 予選リーグ ミカサ 26 TOKURIKI☆INNOCENT × 白二ビクトリー 26 三島☆金狼 × 牛久かっぱ～ず。 ミカサ

14:00 決勝Ｔ一回戦 モルテン A1 Ａリーグ　１位 × Ｈリーグ　２位 B1 Ｅリーグ　１位 × Ｄリーグ　２位 モルテン

14:10 決勝Ｔ一回戦 モルテン A2 Ｂリーグ　１位 × Ｇリーグ　２位 B2 Ｆリーグ　１位 × Ｃリーグ　２位 モルテン

14:20 決勝Ｔ一回戦 モルテン A3 Ｃリーグ　１位 × Ｆリーグ　２位 B3 Ｇリーグ　１位 × Ｂリーグ　２位 モルテン

14:30 決勝Ｔ一回戦 モルテン A4 Ｄリーグ　１位 × Ｅリーグ　２位 B4 Ｈリーグ　１位 × Ａリーグ　２位 モルテン

14:40 決勝Ｔ二回戦 ミカサ A5 Ａ１　勝者 × Ａ２　勝者 B5 Ｂ１　勝者 × Ｂ２　勝者 ミカサ

14:50 決勝Ｔ二回戦 ミカサ A6 Ａ３　勝者 × Ａ４　勝者 B6 Ｂ３　勝者 × Ｂ４　勝者 ミカサ

15:00 準決勝 ミカサ A7 Ａ５　勝者 × Ａ６　勝者 B7 Ｂ５　勝者 × Ｂ６　勝者 ミカサ

15:30 決勝戦 ミカサ A8 Ａ７　勝者 × Ｂ７　勝者
16:00
16:30

参　　加　　者　　受　　付
開　　　会　　　式

競技開始時刻
Ａ　コ　ー　ト Ｂ　コ　ー　ト

内野人数 内野人数

セット数 セット数

セット数

閉　　会　　式
閉会式終了、選手解散


