
第18回越谷市近隣地区交流6年生お別れ会 タイムスケジュール

当日

第5試合 14:10 越谷＋宮代 VS 越谷 空 吉川

第6試合 15:20 Ａコート②負 VS Ａコート④負 当日 当日

吉川

第4試合 13:00 VS

第3試合 11:50 吉川 VS 越谷＋宮代 越谷 空 越谷 空

第2試合 10:40 VS

ＴＯセット 越谷フェニックス

越谷＋宮代

Ｄコート 時　間 淡色 対　戦 濃色 Ｔ Ｏ 審　判

第1試合 9:30 越谷 空 VS 吉川 越谷＋宮代

春日部

第6試合 15:20 ②勝 VS ④勝 松伏 松伏 白岡

第5試合 14:10 松伏 VS 白岡 ④勝 越谷 桜

八潮

第4試合 13:00 越谷 桜 VS 春日部 越谷 風 越谷 風 松伏

第3試合 11:50 越谷 風 VS 松伏 草加Ａ 春日部Ａ

春日部

第2試合 10:40 草加Ａ VS 八潮 白岡 白岡 越谷 風

第1試合 9:30 白岡 VS 越谷 風 越谷 桜 越谷 桜

ＴＯセット 荻島ハッピーズ

Ｃコート 時　間 淡色 対　戦 濃色 Ｔ Ｏ 審　判

吉川＋松伏

第6試合 15:20 吉川＋松伏 VS 草加Ｂ 草加Ｂ 草加Ｂ 春日部Ｂ

第5試合 14:10 草加Ｂ VS 春日部Ｂ 越谷 菊 越谷 菊

越谷 菊

第4試合 13:00 越谷 菊 VS 吉川＋松伏 越谷 海 越谷 海 草加Ｂ

第3試合 11:50 越谷 海 VS 草加Ｂ 草加Ｂ 草加Ｂ

草加Ｂ

第2試合 10:40 草加Ｂ VS 越谷 菊 春日部Ｂ 春日部Ｂ 越谷 海

第1試合 9:30 春日部Ｂ VS 越谷 海 吉川＋松伏 吉川＋松伏

ＴＯセット 宮本シャインズ

Ｂコート 時　間 淡色 対　戦 濃色 Ｔ Ｏ 審　判

八潮

第6試合 15:20 ②勝 VS ④勝 越谷 蘭 越谷 蘭 宮代

第5試合 14:10 越谷 蘭 VS 越谷 桃 ④勝 越谷 森

春日部Ａ

第4試合 13:00 越谷 森 VS 八潮 宮代 宮代 越谷 蘭

第3試合 11:50 宮代 VS 越谷 蘭 草加Ａ 草加Ａ

宮代 越谷 森 越谷 森 八潮

第2試合 10:40 草加Ａ VS 春日部Ａ 越谷 桃 越谷 桃 宮代

ＴＯセット 越谷フレンド

3月21日 越谷市総合体育館 ＴＯセット 荻島ガッツ 会場責任者 西松　佐藤

Ａコート 時　間 淡色 対　戦 濃色 Ｔ Ｏ 審　判

第1試合 9:30 越谷 桃 VS

審　判

第1試合 9:30 越谷 椿 VS 白岡 越谷 百合 越谷 百合

Eコート 時　間 淡色 対　戦 濃色 Ｔ Ｏ

第3試合 11:50 白岡 VS 越谷 百合 越谷 椿 越谷 椿

第2試合 10:40 VS

第5試合 14:10 越谷 百合 VS 越谷 椿 白岡 白岡

第4試合 13:00 VS

当日第6試合 15:20 Ｃコート②負 VS Ｃコート④負 当日 当日
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