
 

 

 

平成２９年７月１５日(土)・１６日(日) 

 

 

 

守谷市ミニバスケットボール連盟 
 

  



第１２回 守谷サマーフェスティバル２０１７ 

守谷市合同練習試合会 

 

１．主  旨 他地域との練習試合(交流戦)を通じて、団員に技術の向上と競技の喜びを経験する機会を 

広く提供するとともに、団員相互の交流を深め、仲間意識と連帯感を更に高揚し、子供達の

育成を図る。 

 

２．主  催 守谷市スポーツ少年団 

 

３．主  管 守谷市ミニバスケットボール連盟 

 

４．後  援 守谷市体育協会・守谷市教育委員会 

 

５．日  時 平成２９年７月１５日(土)～７月１６日(日) 

 

６．会  場 常総運動公園体育館（地図：http://www.jyouso-koiki.or.jp/undo/access.html） 

守谷市内小学校体育館(地図：http://www.city.moriya.ibaraki.jp/sisetu/kyouiku.html) 

 

７．日  程 各小学校体育館   集合：8 時 20 分 指導者打合せ:8 時 30 分～ 試合開始:9 時～ 

常総運動公園体育館 集合：8 時 40 分 指導者打合せ:8 時 45 分～ 試合開始:9 時 10 分～ 

※開会式はありません、指導者打ち合わせのみとなります。 

※各小学校体育館の開場時間は 8 時 10 分となります。 

※常総運動公園体育館の開場時間は 8 時 30 分となります。 

開場まで車の中で待ってください 

※接待チーム以外は開場時間前の入場はできません。 

 

８．試合形式 各チーム１日３試合を予定 【６－１－６（３）６－１－６】 

 ※試合時間については調整する場合があります。 

リーグ戦により各チーム２試合を行い、ブロック間の交流試合を行います。 

 

９．競技方法 ルールは、日本バスケットボール協会、日本ミニバスケットボール競技規則に準じる。 

なお、同点の場合でも延長戦は行いません。 

 

10．参加資格 小学生ミニバスケットボールチーム(地域や構成は問いません。) 

スポーツ傷害保険に加入している事 

上記の主旨に賛同頂けるチーム 

 

11．会場費  １チーム ￥２，０００(１日のみの参加チームについては１，０００円) 

 

12．組み合せ 別紙のとおり 

 

13．注意事項 ・常総体育館の駐車場は一方通行です。事故など無いよう注意して走行してください。 

・常総体育館１階ロビーのテーブルは占有しないようご注意ください。 

・常総体育館のロビーに荷物を置いたままにしないでください。 

・常総体育館２階ミーティングルームへの通路は関係者(指導者、審判)以外立ち入り禁止

です。選手、保護者は１階のトイレを利用してください。 



・常総体育館内のコンセントは使用しないでください。 

・常総体育館で団旗を掲げる際は自チームの試合の時のみとし、互いに譲り合って掲げて

ください。 

・常総体育館２階応援席からアリーナへの落下物が増えています。事故につながり大変危

険ですので、保護者の皆様は落下物防止にご協力ください。 

・季節的に体育館は大変暑くなりますので、各チームにおいて熱中症予防の対策をお願い

いたします。 

・常総体育館の駐車場は多目的広場の駐車場をご利用ください。 

 （会場図：http://www.jyouso-koiki.or.jp/undo/haichi.html） 

・各小学校体育館については、それぞれの会場責任者の指示に従ってください。 

 

14．問い合わせ 守谷市ミニバスケットボール連盟 会長 須賀 正利 

携帯：090-4950-6037 携帯ﾒｰﾙ：kuwagata-mst-91737@docomo.ne.jp 

 

15．緊急医療機関 ・総合守谷第一病院（０２９７－４５－５１１１） 

・守谷慶友病院（０２９７－４５－３３１１） 

 

 

 

 

対戦方法 

Ａブロック Ｂブロック 

 ① ② ③  ④ ⑤ ⑥ 

①  第１試合 第５試合 ④  第２試合 第６試合 

②   第３試合 ⑤   第４試合 

③    ⑥    

 

第７試合 Ａ・Ｂブロック交流戦 ① 

第８試合 Ａ・Ｂブロック交流戦 ② 

第９試合 Ａ・Ｂブロック交流戦 ③ 

  



守谷サマーフェスティバル参加チーム 一覧 

 

男子参加チーム   女子参加チーム 

1 高崎中川ミニバス（15 日のみ） 群馬県  1 高崎中川ミニバス（15 日のみ） 群馬県 

2 国立一ミニバス 東京都  2 東川口ミニバス 埼玉県 

3 みのりミニバス 中央  3 常陸太田 SUN'S（15 日のみ） 県北 

4 茨城町ミニバス 中央  4 宮田ミニバス 県北 

5 柳河ミニバス 中央  5 みのりミニバス 中央 

6 瓜連ミニバス 中央  6 波崎ミニバス 県東 

7 大岩田ミニバス 県南 A  7 翼ミニバス 県西 

8 江戸崎ミニバス 県南 A  8 豊岡ミニバス 県西 

9 真鍋ミニバス 県南 A  9 大生ミニバス 県西 

10 朝日ミニベスパ（16 日のみ） 県南 A  10 長田ミニバス 県西 

11 上郷ミニバス 県南 B  11 岡田ミニバス 県西 

12 今鹿島ミニバス 県南 B  12 名崎ミニバス（15 日のみ） 県西 

13 小張ミニバス 県南 B  13 古河ミニバス（16 日のみ） 県西 

14 小絹ミニバス 県南 B  14 岩井第一ミニバス（16 日のみ） 県西 

15 藤代ミニバス（15 日のみ） 県南 B  15 安静ミニバス（16 日のみ） 県西 

16 沼崎ミニバス 県南 B  16 龍ヶ崎ミニバス 県南 A 

17 取手西ミニバス（15 日のみ） 県南 B  17 ワイルドキャッツ 県南 A 

18 つくば東ミニバス 県南 B  18 神谷ミニバス 県南 A 

19 春日ミニバス 県南 B  19 谷田部南ミニバス 県南 B 

20 谷田部ミニバス（16 日のみ） 県南 B  20 陽光台ミニバス 県南 B 

21 くわがたミニバス 守谷市  21 板橋ミニバス（15 日のみ） 県南 B 

22 ソニックキッズ 守谷市  22 要ミニバス（16 日のみ） 守谷市 

23 松ヶ丘ミニバス 守谷市  23 大野ミニバス 守谷市 

24 守谷ファインズ 守谷市  24 郷州ミニバス 守谷市 

    25 ソニックキッズ 守谷市 

    26 松ヶ丘ミニバス 守谷市 

    27 松前台ミニバス 守谷市 

    28 守谷ファインズ 守谷市 

 

  



守谷サマーフェスティバル組み合わせ（男子） 
         

【７月１５日（土）】    

会場：常総体育館Ａ  会場：大井沢小学校 

① くわがた ④ 国立一  ① ソニック ④ 小絹 

② 上郷 ⑤ 大岩田  ② 今鹿島 ⑤ 茨城町 

③ みのり ⑥ －  ③ 小張 ⑥ 江戸崎 

会場責任者：須賀（くわがた）  会場責任者：横山（ソニック） 

  
 
  

会場：松ヶ丘小学校  会場：守谷小学校 

① 松ヶ丘 ④ 柳河  ① ファインズ ④ 春日 

② 藤代 ⑤ ラフ・フープ  ② 取手西 ⑤ 瓜連 

③ 真鍋 ⑥ つくば東  ③ 沼崎 ⑥ 高崎中川 

会場責任者：大友（松ヶ丘）  会場責任者：竹内（ファインズ） 

  
 
  

【７月１６日（日）】    

会場：常総体育館Ａ  会場：大井沢小学校 

① くわがた ④ 柳河  ① ソニック ④ 国立一 

② ラフ・フープ ⑤ 朝日ミニベスパ  ② 瓜連 ⑤ 沼崎 

③ 茨城町 ⑥ 今鹿島  ③ 真鍋 ⑥ みのり 

会場責任者：須賀（くわがた）  会場責任者：横山（ソニック） 

  
 
  

会場：松ヶ丘小学校  会場：守谷小学校 

① 松ヶ丘 ④ 小張  ① ファインズ ④ 谷田部 

② 大岩田 ⑤ 春日  ② 上郷 ⑤ － 

③ つくば東 ⑥ 江戸崎  ③ 小絹 ⑥ － 

会場責任者：大友（松ヶ丘）  会場責任者：竹内（ファインズ） 



守谷サマーフェスティバル組み合わせ（男子） 
【７月１５日（土）】   

 
   

会場：常総体育館Ａ 会場責任者：須賀（くわがた） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00  くわがた VS 上郷  みのり みのり ･ 大岩田 

第２試合 10:00  みのり VS 大岩田 上郷 くわがた ･ 上郷 

第３試合 11:00  国立一 VS  くわがた 大岩田 みのり ･ 大岩田 

第４試合 12:00 上郷 VS  みのり  くわがた  国立一 ･  くわがた 

第５試合 13:00 大岩田 VS  国立一  みのり 上郷 ･  みのり 

第６試合 14:00  くわがた VS  みのり 国立一 大岩田 ･  国立一 

第７試合 15:00 上郷 VS  国立一  くわがた  くわがた ･  みのり 

第８試合 16:00  くわがた VS 大岩田 上郷 上郷 ･  国立一 

     
 

   
会場：大井沢小学校 会場責任者：横山（ソニック） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00 ソニック VS 今鹿島 小張 小絹 ･ 江戸崎 

第２試合 10:00 小絹 VS 茨城町 江戸崎 ソニック ･ 今鹿島 

第３試合 11:00 今鹿島 VS 小張 ソニック 小絹 ･ 茨城町 

第４試合 12:00 茨城町 VS 江戸崎 小絹 今鹿島 ･ 小張 

第５試合 13:00 ソニック VS 小張 今鹿島 茨城町 ･ 江戸崎 

第６試合 14:00 小絹 VS 江戸崎 茨城町 ソニック ･ 小張 

第７試合～第９試合は当日調整します 

     
 

   
会場：松ヶ丘小学校 会場責任者：大友（松ヶ丘） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00 松ヶ丘 VS 藤代 真鍋 柳河 ･ つくば東 

第２試合 10:00 柳河 VS ラフ・フープ つくば東 松ヶ丘 ･ 藤代 

第３試合 11:00 藤代 VS 真鍋 松ヶ丘 柳河 ･ ラフ・フープ 

第４試合 12:00 ラフ・フープ VS つくば東 柳河 藤代 ･ 真鍋 

第５試合 13:00 松ヶ丘 VS 真鍋 藤代 ラフ・フープ ･ つくば東 

第６試合 14:00 柳河 VS つくば東 ラフ・フープ 松ヶ丘 ･ 真鍋 

第７試合～第９試合は当日調整します 

     
 

   
会場：守谷小学校 会場責任者：竹内（ファインズ） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00 ファインズ VS 取手西 沼崎 春日 ･ 沼崎 

第２試合 10:00 春日 VS 瓜連 高崎中川 ファインズ ･ 高崎中川 

第３試合 11:00 取手西 VS 沼崎 ファインズ 春日 ･ 瓜連 

第４試合 12:00 瓜連 VS 高崎中川 春日 取手西 ･ 沼崎 

第５試合 13:00 ファインズ VS 沼崎 取手西 瓜連 ･ 高崎中川 

第６試合 14:00 春日 VS 高崎中川 瓜連 ファインズ ･ 取手西 

第７試合～第９試合は当日調整します 



守谷サマーフェスティバル組み合わせ（男子） 
【７月１６日（日）】   

 
   

会場：常総体育館Ａ 会場責任者：須賀（くわがた） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00 くわがた VS ラフ・フープ 茨城町 柳河 ･ 今鹿島 

第２試合 10:00 柳河 VS 朝日ミニベスパ 今鹿島 くわがた ･ ラフ・フープ 

第３試合 11:00 ラフ・フープ VS 茨城町 くわがた 柳河 ･ 朝日ミニベスパ 

第４試合 12:00 朝日ミニベスパ VS 今鹿島 柳河 ラフ・フープ ･ 茨城町 

第５試合 13:00 くわがた VS 茨城町 ラフ・フープ 朝日ミニベスパ ･ 今鹿島 

第６試合 14:00 柳河 VS 今鹿島 朝日ミニベスパ くわがた ･ 茨城町 

第７試合～第９試合は当日調整します 

     
 

   
会場：大井沢小学校 会場責任者：横山（ソニック） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00 ソニック VS 瓜連 真鍋 沼崎 ･ みのり 

第２試合 10:00 国立一 VS 沼崎 みのり ソニック ･ 瓜連 

第３試合 11:00 瓜連 VS 真鍋 ソニック 国立一 ･ 沼崎 

第４試合 12:00 沼崎 VS みのり 国立一 瓜連 ･ 真鍋 

第５試合 13:00 ソニック VS 真鍋 瓜連 国立一 ･ みのり 

第６試合 14:00 国立一 VS みのり 上郷 ソニック ･ 真鍋 

第７試合～第９試合は当日調整します 

     
 

   
会場：松ヶ丘小学校 会場責任者：大友（松ヶ丘） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00 松ヶ丘 VS 大岩田 つくば東 小張 ･ 江戸崎 

第２試合 10:00 小張 VS 春日 江戸崎 松ヶ丘 ･ 大岩田 

第３試合 11:00 大岩田 VS つくば東 松ヶ丘 小張 ･ 春日 

第４試合 12:00 春日 VS 江戸崎 小張 大岩田 ･ つくば東 

第５試合 13:00 松ヶ丘 VS つくば東 大岩田 春日 ･ 江戸崎 

第６試合 14:00 小張 VS 江戸崎 春日 松ヶ丘 ･ つくば東 

第７試合～第９試合は当日調整します 

     
 

   
会場：守谷小学校 会場責任者：竹内（ファインズ） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00 ファインズ VS 上郷 小絹 小絹 ･ 谷田部 

第２試合 10:00 小絹 VS 谷田部 ファインズ ファインズ ･ 上郷 

第３試合 11:00 ファインズ VS 谷田部 上郷 上郷 ･ 小絹 

  お昼休み       

第４試合 13:00 上郷 VS 小絹 ファインズ ファインズ ･ 谷田部 

第５試合 14:00 上郷 VS 谷田部 小絹 ファインズ ･ 小絹 

第６試合 15:00 ファインズ VS 小絹 谷田部 上郷 ･ 谷田部 



守谷サマーフェスティバル組み合わせ（女子） 
         

【７月１５日（土）】    

会場：常総体育館Ｂ  会場：松前台小学校 

① 大生 ④ 松ヶ丘  ① 松前台 ④ キャッツ 

② ソニック ⑤ 高崎中川  ② 陽光台 ⑤ 宮田 

③ サンズ ⑥ 岡田  ③ みのり ⑥ 長田 

会場責任者：久川・多賀谷（松ヶ丘・ソニック）  会場責任者：滝田（松前台） 

  
 
  

会場：大野小学校  会場：黒内小学校 

① 名崎 ④ 龍ヶ崎  ① ファインズ ④ 波崎 

② 神谷 ⑤ 翼  ② 板橋 ⑤ 豊岡 

③ 大野 ⑥ 東川口  ③ 谷田部南 ⑥ 郷州 

会場責任者：寺田（大野）  会場責任者：竹内・木村（ファインズ・郷州） 

  
 
  

【７月１６日（日）】    

会場：常総体育館Ｂ  会場：松前台小学校 

① 松ヶ丘 ④ キャッツ  ① 翼 ④ 東川口 

② 龍ヶ崎 ⑤ ソニック  ② 要 ⑤ 岡田 

③ 安静 ⑥ 岩井第一  ③ 松前台 ⑥ 波崎 

会場責任者：久川・多賀谷（松ヶ丘・ソニック）  会場責任者：滝田（松前台） 

  
 
  

会場：大野小学校  会場：黒内小学校 

① 大野 ④ 古河  ① 陽光台 ④ ファインズ 

② 谷田部南 ⑤ 宮田  ② 郷州 ⑤ 大生 

③ 長田 ⑥ 豊岡  ③ 神谷 ⑥ みのり 

会場責任者：寺田（大野）  会場責任者：竹内・木村（ファインズ・郷州） 



守谷サマーフェスティバル組み合わせ（女子） 
【７月１５日（土）】   

 
   

会場：常総体育館Ｂ 会場責任者：久川・多賀谷（松ヶ丘・ソニック） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00 大生 VS ソニック 岡田 松ヶ丘 ･ 岡田 

第２試合 10:00 松ヶ丘 VS 高崎中川 サンズ 大生 ･ ソニック 

第３試合 11:00 ソニック VS サンズ 大生 松ヶ丘 ･ 高崎中川 

第４試合 12:00 高崎中川 VS 岡田 松ヶ丘 ソニック ･ サンズ 

第５試合 13:00 大生 VS サンズ ソニック 高崎中川 ･ 岡田 

第６試合 14:00 松ヶ丘 VS 岡田 高崎中川 大生 ･ サンズ 

第７試合 15:00 ソニック VS 高崎中川 サンズ 松ヶ丘 ･ 岡田 

第８試合 16:00 大生 VS 松ヶ丘 ソニック サンズ ･ 高崎中川 

第９試合 17:00 サンズ VS 岡田 大生 大生 ･ ソニック 
         

会場：松前台小学校 会場責任者：滝田（松前台） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00 松前台 VS 陽光台 みのり みのり ･ 長田 

第２試合 10:00 キャッツ VS 宮田 長田 松前台 ･ 陽光台 

第３試合 11:00 陽光台 VS みのり 松前台 キャッツ ･ 宮田 

第４試合 12:00 宮田 VS 長田 キャッツ 陽光台 ･ みのり 

第５試合 13:00 松前台 VS みのり 陽光台 宮田 ･ 長田 

第６試合 14:00 キャッツ VS 長田 宮田 松前台 ･ みのり 

第７試合 15:00 陽光台 VS 宮田 みのり キャッツ ･ 長田 

第８試合 16:00 松前台 VS キャッツ 陽光台 陽光台 ･ 宮田 

第９試合 17:00 みのり VS 長田 松前台 松前台 ･ キャッツ 
         

会場：大野小学校 会場責任者：寺田（大野） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00 名崎 VS 神谷 大野 大野 ･ 龍ヶ崎 

第２試合 10:00 龍ヶ崎 VS 翼 東川口 名崎 ･ 東川口 

第３試合 11:00 神谷 VS 大野 名崎 龍ヶ崎 ･ 翼 

第４試合 12:00 龍ヶ崎 VS 東川口 翼 神谷 ･ 大野 

第５試合 13:00 名崎 VS 大野 神谷 龍ヶ崎 ･ 東川口 

第６試合 14:00 翼 VS 東川口 名崎 名崎 ･ 神谷 

第７試合 15:00 名崎 VS 龍ヶ崎 大野 大野 ･ 東川口 

第８試合 16:00 神谷 VS 翼 龍ヶ崎 名崎 ･ 龍ヶ崎 

第９試合 17:00 大野 VS 東川口 神谷 神谷 ･ 翼 
         

会場：黒内小学校 会場責任者：竹内・木村（ファインズ・郷州） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00 ファインズ VS 板橋 谷田部南 谷田部南 ･ 郷州 

第２試合 10:00 波崎 VS 豊岡 郷州 ファインズ ･ 板橋 

第３試合 11:00 板橋 VS 谷田部南 ファインズ 波崎 ･ 豊岡 

第４試合 12:00 豊岡 VS 郷州 波崎 板橋 ･ 谷田部南 

第５試合 13:00 ファインズ VS 谷田部南 板橋 豊岡 ･ 郷州 

第６試合 14:00 波崎 VS 郷州 豊岡 ファインズ ･ 谷田部南 

第７試合 15:00 板橋 VS 豊岡 谷田部南 波崎 ･ 郷州 

第８試合 16:00 ファインズ VS 波崎 板橋 板橋 ･ 豊岡 

第９試合 17:00 谷田部南 VS 郷州 ファインズ ファインズ ･ 波崎 



守谷サマーフェスティバル組み合わせ（女子） 
【７月１６日（日）】   

 
   

会場：常総体育館Ｂ 会場責任者：久川・多賀谷（松ヶ丘・ソニック） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00 松ヶ丘 VS 龍ヶ崎 安静 安静 ･ 岩井第一 

第２試合 10:00 キャッツ VS ソニック 岩井第一 松ヶ丘 ･ 龍ヶ崎 

第３試合 11:00 龍ヶ崎 VS 安静 松ヶ丘 キャッツ ･ ソニック 

第４試合 12:00 ソニック VS 岩井第一 キャッツ 龍ヶ崎 ･ 安静 

第５試合 13:00 松ヶ丘 VS 安静 龍ヶ崎 ソニック ･ 岩井第一 

第６試合 14:00 キャッツ VS 岩井第一 ソニック 松ヶ丘 ･ 安静 

第７試合 15:00 龍ヶ崎 VS ソニック 安静 キャッツ ･ 岩井第一 

第８試合 16:00 松ヶ丘 VS キャッツ 龍ヶ崎 龍ヶ崎 ･ ソニック 

第９試合 17:00 安静 VS 岩井第一 松ヶ丘 松ヶ丘 ･ キャッツ 
         

会場：松前台小学校 会場責任者：滝田（松前台） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00 翼 VS 要 松前台 松前台 ･ 波崎 

第２試合 10:00 東川口 VS 岡田 波崎 翼 ･ 要 

第３試合 11:00 要 VS 松前台 翼 東川口 ･ 岡田 

第４試合 12:00 岡田 VS 波崎 東川口 要 ･ 松前台 

第５試合 13:00 翼 VS 松前台 要 東川口 ･ 波崎 

第６試合 14:00 東川口 VS 波崎 岡田 翼 ･ 岡田 

第７試合 15:00 要 VS 岡田 松前台 東川口 ･ 波崎 

第８試合 16:00 翼 VS 東川口 要 要 ･ 岡田 

第９試合 17:00 松前台 VS 波崎 翼 翼 ･ 東川口 
         

会場：大野小学校 会場責任者：寺田（大野） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00 大野 VS 谷田部南 長田 長田 ･ 豊岡 

第２試合 10:00 古河 VS 宮田 豊岡 大野 ･ 谷田部南 

第３試合 11:00 谷田部南 VS 長田 大野 古河 ･ 宮田 

第４試合 12:00 宮田 VS 豊岡 古河 谷田部南 ･ 長田 

第５試合 13:00 大野 VS 長田 谷田部南 宮田 ･ 豊岡 

第６試合 14:00 古河 VS 豊岡 宮田 大野 ･ 長田 

第７試合 15:00 谷田部南 VS 宮田 長田 古河 ･ 豊岡 

第８試合 16:00 大野 VS 古河 谷田部南 谷田部南 ･ 宮田 

第９試合 17:00 長田 VS 豊岡 大野 大野 ･ 古河 
         

会場：黒内小学校 会場責任者：竹内・木村（ファインズ・郷州） 

  時間 Ａ(淡) VS Ｂ(濃) ＴＯ 審判 

第１試合 9:00 陽光台 VS 郷州 神谷 神谷 ･ みのり 

第２試合 10:00 ファインズ VS 大生 みのり 陽光台 ･ 郷州 

第３試合 11:00 郷州 VS 神谷 陽光台 ファインズ ･ 大生 

第４試合 12:00 大生 VS みのり ファインズ 郷州 ･ 神谷 

第５試合 13:00 陽光台 VS 神谷 郷州 大生 ･ みのり 

第６試合 14:00 ファインズ VS みのり 大生 陽光台 ･ 神谷 

第７試合 15:00 郷州 VS 大生 神谷 ファインズ ･ みのり 

第８試合 16:00 陽光台 VS ファインズ 郷州 郷州 ･ 大生 

第９試合 17:00 神谷 VS みのり 陽光台 陽光台 ･ ファインズ 


