
スケジュール表
７：４５ 駐車場開場

８：１０ スタッフ会議（１Ｆ受付前）

８：１５～８：３０ 受付

８：３５～８：５０ 練習　Ａコート：No. 1～ 4 練習　Ｂコート：Ｎｏ. 5～ 8

８：５０～９：０５ 練習　Ａコート：No. 9～12 練習　Ｂコート：Ｎｏ.13～16

９：０５～９：２０ 練習　Ａコート：No.17～21 練習　Ｂコート：Ｎｏ.22～26

９：２５～９：４０

Ａコート Ｂコート

時刻 入口側 スコア ステージ側 ステージ側 スコア 入口側

1 予選 9:45 東部メジャーリーガー vs 高階すぱろうふぁいたーず 道小DBルーラーズユース vs TOKURIKI☆INNOCENT ナノ

2 予選 9:53 グリーン☆スターズ vs Ｉ・Ｆ・Ｊファイヤーズ わかまつTIGERS vs ボンバーキッズ　リトル

3 予選 10:01 フェニックス vs バイオレンス国田Ｊｒ バディー vs 河和田ボンバーズ・J

4 予選 10:09 吉田ラッキースターズJr vs 水戸ビクトリーJr． ムテキ☆ボーイズ vs 道小DBルーラーズリトル

5 予選 10:17 東部メジャーリーガー vs 岩槻ジェニシスＪｒ． 道小DBルーラーズユース vs つくばブレイズＪｒ

6 予選 10:25 グリーン☆スターズ vs プニーズ☆TERAO　B 河和田ボンバーズ・J vs ブルー☆スターズＪｒ

7 予選 10:33 バイオレンス国田Ｊｒ vs 大谷ブルーウインズＳ 道塚ＤＷキッズ vs 大和　キッズ

8 予選 10:41 水戸ビクトリーJr． vs 仙波小ブルーファイターズ TOKURIKI☆INNOCENT ナノ vs つくばブレイズＪｒ

9 予選 10:49 高階すぱろうふぁいたーず vs 岩槻ジェニシスＪｒ． 岩槻ジェニＢｉｔｓ vs エンジェル童夢

10 予選 10:57 Ｉ・Ｆ・Ｊファイヤーズ vs プニーズ☆TERAO　B バディー vs 道小DBルーラーズユース

11 予選 11:05 フェニックス vs 東部メジャーリーガー TOKURIKI☆INNOCENT ナノ vs ブルー☆スターズＪｒ

12 予選 11:13 吉田ラッキースターズJr vs グリーン☆スターズ 大和　キッズ vs ボンバーキッズ　リトル

13 予選 11:21 高階すぱろうふぁいたーず vs 大谷ブルーウインズＳ つくばブレイズＪｒ vs 河和田ボンバーズ・J

14 予選 11:29 Ｉ・Ｆ・Ｊファイヤーズ vs 仙波小ブルーファイターズ エンジェル童夢 vs 道小DBルーラーズリトル

15 予選 11:37 岩槻ジェニシスＪｒ． vs バイオレンス国田Ｊｒ ブルー☆スターズＪｒ vs 道小DBルーラーズユース

16 予選 11:45 プニーズ☆TERAO　B vs 水戸ビクトリーJr． つくばブレイズＪｒ vs バディー

17 予選 11:53 大谷ブルーウインズＳ vs 東部メジャーリーガー わかまつTIGERS vs 道塚ＤＷキッズ

18 予選 12:01 仙波小ブルーファイターズ vs グリーン☆スターズ 河和田ボンバーズ・J vs TOKURIKI☆INNOCENT ナノ

19 予選 12:09 岩槻ジェニシスＪｒ． vs フェニックス ムテキ☆ボーイズ vs 岩槻ジェニＢｉｔｓ

20 予選 12:17 プニーズ☆TERAO　B vs 吉田ラッキースターズJr ブルー☆スターズＪｒ vs バディー

21 予選 12:25 バイオレンス国田Ｊｒ vs 高階すぱろうふぁいたーず 河和田ボンバーズ・J vs 道小DBルーラーズユース

22 予選 12:33 水戸ビクトリーJr． vs Ｉ・Ｆ・Ｊファイヤーズ ボンバーキッズ　リトル vs 道塚ＤＷキッズ

23 予選 12:41 大谷ブルーウインズＳ vs フェニックス つくばブレイズＪｒ vs ブルー☆スターズＪｒ

24 予選 12:49 仙波小ブルーファイターズ vs 吉田ラッキースターズJr 道小DBルーラーズリトル vs 岩槻ジェニＢｉｔｓ

25 予選 12:57 バイオレンス国田Ｊｒ vs 東部メジャーリーガー バディー vs TOKURIKI☆INNOCENT ナノ

26 予選 13:05 水戸ビクトリーJr． vs グリーン☆スターズ 大和　キッズ vs わかまつTIGERS

27 予選 13:13 岩槻ジェニシスＪｒ． vs 大谷ブルーウインズＳ エンジェル童夢 vs ムテキ☆ボーイズ

28 予選 13:21 プニーズ☆TERAO　B vs 仙波小ブルーファイターズ 吉田ラッキースターズJr vs Ｉ・Ｆ・Ｊファイヤーズ

29 予選 13:29 フェニックス vs 高階すぱろうふぁいたーず vs

休憩（２５分）・リーグ戦結果発表

30 トーナメント 14:00 　第①試合　　　A vs B 　第②試合　　　C vs D

31 トーナメント 14:08 　第③試合　　　E vs F 　第④試合　　　G vs H

32 トーナメント 14:16 　第⑤試合　　　I vs J 　第⑥試合　　　K vs L

33 Ｋトーナメント 14:24 　第⑦試合　　　M vs N 　第⑧試合　　　O vs P

34 トーナメント 14:32 　第⑨試合　　　Q vs R 　第⑩試合　　　S vs T

35 トーナメント 14:40 　第⑪試合　　　U vs V 　第⑫試合　　　W vs X

36 Ｋトーナメント 14:48 　第⑬試合　　　Y vs Z 　第⑭試合　　　a vs b

37 Ｋ準決勝 14:56 　第⑮試合　　　c vs d 　第⑯試合　　　e vs f

38 トーナメント 15:04 　第⑰試合　　　g vs h 　第⑱試合　　　i vs j

39 トーナメント 15:12 　第⑲試合　　　k vs l 　第⑳試合　　　m vs n

40 準決勝 15:20 　第㉑試合　　　o vs p 　第㉒試合　　　q vs r

41 ３位決定戦 15:30 　第㉓試合　　　s vs t 　第㉔試合　　　u vs v

42 Ｋ決勝 15:45 　第㉕試合　　　w vs x vs

　　　　　　　　　  y vs z vs

43 決勝 16:00 　第㉖試合　　　z vs y vs

　　　　　　　　　  y vs z vs

16:30 試合終了

16:40 表彰・閉会式

17:00 閉会式終了

１～３位・敢闘賞　写真撮影

★★ お知らせ ★★

　　鎌ケ谷市ドッジボール協会ホームページに大会写真を掲載いたします。

　　各チームより掲載希望の画像（１～２点）の提供にご協力お願いします。

　　　⇒ 画像送付先 　　e-mail：kamagaya_ca@yahoo.co.jp

　　　⇒ 協会ホームページURL 　　http://webkamagaya-dba.jimdo.com/

第６回　鎌ケ谷ジュニア
ドリームカップ  in  かまがや

　　８：４５ 審判会議（２Ｆ会議室）
　　９：００ 監督会議（体育館入口Ａコート待機場所）

開会式

試合№


