
2016/8/9

9:30-10:45 慶應普通部A ００ 荏原1中A 慶應普通部D １４ 荏原1中C スポル品川A １５ 鈴⿅SC スポル品川B １２ 慶應普通部B 慶應普通部C vs ロッサドール

10:45-12:00 帝京B ２２ 國學院栃⽊A ⼤宮南B １１  おおたかの森B ナサロットA ０７ ⼟気B ⼤森学園A １１ ⽮板東 ⼤宮南A １０ おおたかの森A ⼟気A １１ 國學院栃⽊B 荏原1中B ３０ 三和中 慶應普通部E ー 慶應普通部D

12:00-13:15 習志野A ５１ 慶應普通部A 帝京A １１ 松商学園A 開進4中A １２ 松商学園B ナサロットB ０４ スポル品川B ⼤森学園B ５２ 鈴⿅SC スポル品川A ０８ ⽇⼤２⾼ ロッサドール １６ 開進4中B 荏原1中A ２１ コスモTFC-A 慶應普通部E ー 慶應普通部B

13:15-14:30 習志野B １２ ⼤宮南A 帝京B ５１ 佐野⽇⼤ 専⼤北上A ３２ 國學院栃⽊A ナサロットC １５ 慶應普通部C 専⼤北上B １１ ⼤宮南B 國學院栃⽊B ４１ おおたかの森A ナサロットA ０５ ⽮板東 慶應普通部D ４０ 三和中 慶應普通部E vs コスモTFC-B

14:30-15:45 習志野A ９０ ⼟気B 帝京A １３ ⼤森学園A 荏原1中A ０２ 開進4中B 慶應普通部B ー 慶應普通部C ロッサドール ０４ 荏原1中B スポル品川B ０２０ 開進4中A ⼤森学園B ２０ ⽇⼤２⾼ おおたかの森B ２０ 松商学園B ⼟気A １２０ コスモTFC-A

15:45-17:00 習志野B １０ 鈴⿅SC 帝京B ２１ 専⼤北上B スポル品川A ０２ 佐野⽇⼤ ⽮板東 ５０ おおたかの森A ナサロットA ０３ ⼤宮南B 國學院栃⽊A ２１ ⼤宮南A 専⼤北上A ３２ 慶應普通部A 國學院栃⽊B １０ 松商学園A 三和中 ５０ ナサロットB

2016/8/10

9:00-10:15 ⼤宮南A ２１ ⽮板東 佐野⽇⼤ １０ 松商学園A ⼟気B ２１ 國學院栃⽊A 帝京A ２１ おおたかの森A 専⼤北上A ３１ ⽇⼤2⾼ 慶應普通部A １４ 鈴⿅SC ⼤森学園A １００ ナサロットA ⼤宮南B ３０ 開進4中A 荏原1中B ２１ コスモTFC-B

10:15-11:30 ⼤宮南C ０１ ⽇本学園 スポル品川B ０６ 荏原1中A 専⼤北上B ２４ ⼤森学園B 帝京B ２１ ⼟気A 習志野B ３０ おおたかの森B 慶應普通部B ３１ 開進4中B 慶應普通部D ー 慶應普通部E コスモTFC-A ０７ 國學院栃⽊B 荏原1中C ０４ 慶應普通部C

11:30-12:45 ナサロットA ０８ ⽇⼤2⾼ スポル品川A ３３ 松商学園A 専⼤北上A ４０ おおたかの森A 帝京A ３０ ⼤宮南A 習志野A ０１ ⼤森学園A 慶應普通部A ０１ 國學院栃⽊A 慶應普通部D ６０ 荏原1中B 佐野⽇⼤ ４１ 鈴⿅SC ナサロットB ０４ 開進4中A

12:45-13:15

13:15-14:30 スポル品川A ０２ おおたかの森B ⼟気B ２３ ⼤森学園B 帝京B ７１ ⽮板東 専⼤北上B ２４ 國學院栃⽊B 習志野B ０２ 松商学園B コスモTFC-B ０２ 慶應普通部B ⽇本学園 １０ ⼤宮南B ナサロットB ５０ コスモTFC-A 慶應普通部E ー 慶應普通部C

14:30-15:45 スポル品川C １２ 荏原1中B 國學院栃⽊A ０１ ⽇⼤2⾼ 帝京A ２０ 習志野A 専⼤北上A ３１ ⼤森学園A 開進4中A ３１ 慶應普通部C ⼟気A ４０ 松商学園A ⼤宮南A ２３ 荏原1中A ナサロットA １２ おおたかの森A 慶應普通部E １２ 開進4中B

15:45-17:30 スポル品川B ４１ コスモTFC-A 國學院栃⽊B ４０ ⽮板東 帝京B ３１ 鈴⿅SC 専⼤北上B １４ 松商学園B 習志野B ２１ ⼤森学園B ⼟気B ５０ ⼤宮南B ⼤宮南C ０１ 慶應普通部A ナサロットB １７ 慶應普通部B ⽇本学園 ３１ おおたかの森B

2016/8/11

9:00-10:15 ⼤宮南A ０１ ⽇⼤2⾼ ⽮板東 １０ ⼟気B 帝京A １０ 國學院栃⽊B スポル品川A ０５ ⼤森学園A 荏原1中A １１ 開進4中A 慶應普通部A ０５ コスモTFC-A 専⼤北上A １１ 鈴⿅SC 松商学園A ３１ おおたかの森A 習志野A ０１ 國學院栃⽊A

10:15-11:30 慶應普通部E ０７ スポル品川C 慶應普通部B ー 慶應普通部D 帝京B ３２ ⽇本学園 ナサロットB １１ 慶應普通部C 荏原1中B ３１ 開進4中B ⼤宮南B ０１ ⼤森学園B 専⼤北上B ５３ おおたかの森B ⼤宮南C ０１ ナサロットA 習志野B １０ ⼟気A

11:30-12:45 ⼤宮南A ４３ スポル品川A ⽮板東 ３０ コスモTFCA 帝京A ２０ 専⼤北上A 慶應普通部A ０８ スポル品川B コスモTFC-B １２ 開進４中A ⼤森学園A １２ 國學院栃⽊B 鈴⿅SC ００ 松商学園A ⽇⼤２⾼ ０１ おおたかの森A 帝京B ７０ 荏原1中A

12:45-14:00 慶應普通部C ー 慶應普通部D 慶應普通部E ０８ 荏原1中C ⼟気B ００ おおたかの森B 帝京B ３１ ⼤宮南B 鈴⿅SC ３０ 慶應普通部B 松商学園B ０４ 國學院栃⽊A ナサロットB １２ 開進４中B 習志野B ６０ 専⼤北上B ⽇本学園 １００ ナサロットA

14:00-15:15 慶應普通部E ー 慶應普通部D 慶應普通部A ４３ ⼟気A ⼟気B ２０ ⼤宮南C 専⼤北上A ４２ スポル品川A コスモTFC-B ４０ スポル品川C ⼤宮南A ０２ ⼤森学園A おおたかの森A １５ ⼤森学園B 習志野A ５０ 松商学園A ⽇本学園 ２２ 専⼤北上B

15:15-16:30 ⽇本学園 １２０ スポル品川A 鈴⿅SC ３１ ⼤宮南B 開進4中A １１ ⼤宮南C 帝京B ７２ ナサロットA 帝京A ３０ ⽇⼤2⾼ 開進４中B ８０ スポル品川B おおたかの森B ０１ 國學院栃⽊A 國學院栃⽊B ４１ 荏原1中A 荏原1中B ５２ ナサロットB

ピッチH ピッチI ピッチJピッチA ピッチB ピッチC ピッチD ピッチE ピッチG

ピッチB ピッチC ピッチD ピッチE ピッチG

30分間の休息（熱中症・疲労対策） 30分間の休息（熱中症・疲労対策）

ピッチH ピッチI ピッチJ

ピッチH ピッチI ピッチJ

ピッチA ピッチB ピッチC ピッチD ピッチE ピッチG

ピッチA


