
試合進行表および対戦組み合わせ表

団体戦は、赤チームの指導者が審判を白チームの保護者が記録を行ってください。

赤 白 赤 白 赤 白 赤 白 赤 白 赤 白

1 9:30 田村教丞(盛岡仙北) 葛巻玲(城南) 青柳瑠悟(もりにし) 及川優陽(山岸)

2 9:32 鎌田奈々(正修館) 滝本将隆(山岸) 佐藤悠翔(山岸) 滝本楓乃(山岸)

3 9:34 平山丈晴(盛岡仙北) 葛巻綾(城南) 山本涼(もりにし) 坂本昴(南城)

4 9:36 佐藤泰知(盛岡仙北) 藤岡逞仁(城南) 橘悠介(城南) 田鎖光悦(城南)

5 9:38 片山慶(盛岡仙北) 熊谷瑠(正修館) 深澤佑太(滝沢) 深澤皇太(滝沢)

6 9:40 チーム入れ替え

7 9:42 鎌田奈々(正修館) 葛巻玲(城南) 及川優陽(山岸) 佐藤悠翔(山岸)

8 9:44 平山丈晴(盛岡仙北) 田村教丞(盛岡仙北) 山本涼(もりにし) 青柳瑠悟(もりにし)

9 9:46 佐藤泰知(盛岡仙北) 滝本将隆(山岸) 橘悠介(城南) 滝本楓乃(山岸)

10 9:48 片山慶(盛岡仙北) 葛巻綾(城南) 深澤佑太(滝沢) 坂本昴(南城)

11 9:50 熊谷瑠(正修館) 藤岡逞仁(城南) 印牧理沙(盛岡仙北) 田鎖光悦(城南)

12 9:52 チーム入れ替え

13 9:54 平山丈晴(盛岡仙北) 鎌田奈々(正修館) 佐藤悠翔(山岸) 山本涼(もりにし)

14 9:56 佐藤泰知(盛岡仙北) 葛巻玲(城南) 橘悠介(城南) 及川優陽(山岸)

15 9:58 片山慶(盛岡仙北) 田村教丞(盛岡仙北) 深澤佑太(滝沢) 青柳瑠悟(もりにし)

16 10:00 熊谷瑠(正修館) 滝本将隆(山岸) 印牧理沙(盛岡仙北) 滝本楓乃(山岸)

17 10:02 藤岡逞仁(城南) 葛巻綾(城南) 深澤皇太(滝沢) 坂本昴(南城)

18 10:04 チーム入れ替え

19 10:06 佐藤泰知(盛岡仙北) 平山丈晴(盛岡仙北)

20 10:08 片山慶(盛岡仙北) 鎌田奈々(正修館) 深澤佑太(滝沢) 佐藤悠翔(山岸)

21 10:10 熊谷瑠(正修館) 葛巻玲(城南) 印牧理沙(盛岡仙北) 及川優陽(山岸)

22 10:12 藤岡逞仁(城南) 田村教丞(盛岡仙北) 深澤皇太(滝沢) 青柳瑠悟(もりにし)

23 10:14 葛巻綾(城南) 滝本将隆(山岸) 田鎖光悦(城南) 滝本楓乃(山岸)

24 10:16 チーム入れ替え

25 10:18 片山慶(盛岡仙北) 佐藤泰知(盛岡仙北) 橘悠介(城南) 深澤佑太(滝沢)

26 10:20 熊谷瑠(正修館) 平山丈晴(盛岡仙北) 印牧理沙(盛岡仙北) 山本涼(もりにし)

27 10:22 藤岡逞仁(城南) 鎌田奈々(正修館) 深澤皇太(滝沢) 佐藤悠翔(山岸)

28 10:24 葛巻綾(城南) 葛巻玲(城南) 田鎖光悦(城南) 及川優陽(山岸)

29 10:26 滝本将隆(山岸) 田村教丞(盛岡仙北) 坂本昴(南城) 青柳瑠悟(もりにし)

30 10:28

31 10:30

小学生初心者個人戦

正修館・滝

沢スポ少

不動スポ少 南城・城南

南城・城南 山岸スポ少

山岸スポ少

第五試合場 第六試合場

不動スポ少 東和専心館

もりにし 不動スポ少

盛岡仙北 もりにし

滝沢スポ少 盛岡仙北

盛岡仙北
正修館・滝

沢スポ少

東和専心館 盛岡仙北
城南・山

岸・正修館
東和・南城

東和・南城 不動スポ少

盛岡仙北 東和・南城

盛岡仙北 山岸スポ少

東和専心館 山岸スポ少滝沢スポ少 不動スポ少

No 時刻

小学生低学年団体 小学生高学年団体

盛岡仙北

第一試合場

城南・山

岸・正修館

第二試合場

もりにし 東和・南城

第三試合場 第四試合場

滝沢スポ少
城南・山

岸・正修館

東和専心館 南城・城南

不動スポ少
正修館・滝

沢スポ少



試合進行表および対戦組み合わせ表

団体戦は、赤チームの指導者が審判を白チームの保護者が記録を行ってください。

赤 白 赤 白 赤 白 赤 白 赤 白 赤 白

小学生初心者個人戦

第五試合場 第六試合場
No 時刻

小学生低学年団体 小学生高学年団体

第一試合場 第二試合場 第三試合場 第四試合場

32 10:32

33 10:34 中間成績発表 中間成績発表
34 10:36

35 10:38

36 10:40

37 10:42 熊谷瑠(正修館) 片山慶(盛岡仙北) 深澤佑太(滝沢) 印牧理沙(盛岡仙北)

38 10:44 藤岡逞仁(城南) 佐藤泰知(盛岡仙北) 深澤皇太(滝沢) 橘悠介(城南)

39 10:46 葛巻綾(城南) 平山丈晴(盛岡仙北) 田鎖光悦(城南) 山本涼(もりにし)

40 10:48 滝本将隆(山岸) 鎌田奈々(正修館) 坂本昴(南城) 佐藤悠翔(山岸)

41 10:50 田村教丞(盛岡仙北) 葛巻玲(城南) 滝本楓乃(山岸) 及川優陽(山岸)

42 10:52 チーム入れ替え

43 10:54 藤岡逞仁(城南) 熊谷瑠(正修館) 印牧理沙(盛岡仙北) 深澤皇太(滝沢)

44 10:56 葛巻綾(城南) 片山慶(盛岡仙北) 田鎖光悦(城南) 深澤佑太(滝沢)

45 10:58 滝本将隆(山岸) 佐藤泰知(盛岡仙北) 坂本昴(南城) 橘悠介(城南)

46 11:00 田村教丞(盛岡仙北) 平山丈晴(盛岡仙北) 滝本楓乃(山岸) 山本涼(もりにし)

47 11:02 葛巻玲(城南) 鎌田奈々(正修館) 青柳瑠悟(もりにし) 佐藤悠翔(山岸)

48 11:04 チーム入れ替え

49 11:06 深澤皇太(滝沢) 田鎖光悦(城南)

50 11:08 坂本昴(南城) 印牧理沙(盛岡仙北)

51 11:10 滝本楓乃(山岸) 深澤佑太(滝沢)

52 11:12 青柳瑠悟(もりにし) 橘悠介(城南)

53 11:14 及川優陽(山岸) 山本涼(もりにし)

54 11:16

55 11:18

56 11:20

57 11:22

58 11:24 集計時間 集計時間
59 11:26

60 11:28

61 11:30

南城・城南

南城・城南

山岸スポ少
正修館・滝

沢スポ少
盛岡仙北 もりにし 東和専心館 盛岡仙北

滝沢スポ少 不動スポ少

東和・南城 不動スポ少

城南・山

岸・正修館

滝沢スポ少 もりにし 不動スポ少 盛岡仙北不動スポ少
城南・山

岸・正修館

正修館・滝

沢スポ少


