
会場

前半 後半

前半 後半

※前半：1試合目30分前集合～試合終了後後片付けまでお願いします。

1 ワイルドカード１回戦A ワイルドカード１回戦B

9:30 empty VS Minions HOMIES VS SCRATCH岐阜

オフィシャル 雀鬼会 MIX JUICE

審判 連盟 丸昌クラブ 連盟 三愛クラブ

2 ワイルドカード１回戦C ワイルドカード１回戦D

11:00 JACKPOT VS A-GAP MIX JUICE VS 三愛クラブ

オフィシャル empty HOMIES

審判 連盟 Minions 連盟 SCRATCH岐阜

3 ワイルドカード１回戦E

12:30 雀鬼会 VS 丸昌クラブ

オフィシャル JACKPOT

審判 連盟 A-GAP

平成29年10月1日 揖斐川町健康広場

コート主任 MIX JUICE

担当役員 審判委員



会場

前半 後半

前半 後半

※前半：1試合目30分前集合～13:00　後半：12:30～試合終了後後片付けまでお願いします。

1 男子順位決定 男子順位決定

9:30 SWOOPS VS AIR JAM Cackle VS 伍十

オフィシャル BEAT ポイントアフター

審判 連盟 連盟 連盟 連盟

2 女子順位決定

11:00 中部学院39ers VS 高山クラブ（女）

オフィシャル １試合目負けチーム

審判 連盟 連盟

3 女子順位決定 女子順位決定

12:30 BEAT VS BLUE SNAKES ポイントアフター VS 岐女商OG

オフィシャル ２試合目負けチーム ２試合目負けチーム

審判 連盟 連盟 連盟 連盟

4 男子順位決定 男子順位決定

14:00 中津クラブ（男） VS Fab five（男） 岐大クラブ VS Dr.LINCOLN

オフィシャル BLUE SNAKES 岐女商OG

審判 連盟 連盟 連盟 連盟

平成29年10月8日 岐阜ファミリーパーク

コート主任 １W1　２位 中津クラブ（男）

担当役員 高橋　　彩 勝野　　真由



会場

前半 後半

前半 後半

※前半：1試合目30分前集合～13:00　後半：12:30～試合終了後後片付けまでお願いします。

1 3A 3B

9:30 Ｂ．Ｍ．Ｗｉｌｄ．Ｄｕｃｋｅｒ’ｓ ｖｓ プアーズ Ｉ８Ｉ　Ｗｈｅｅｌｅｒｓ ｖｓ ＳＴＩＣＫＹ　ＦＩＮＧＥＲＳ

オフィシャル 岐阜教員（男） キガタ

審判 連盟 しんせい 連盟 Ｆｏｎｔａｎａ

2 3B 3B

11:00 岐阜教員（男） ｖｓ しんせい キガタ ｖｓ Ｆｏｎｔａｎａ

オフィシャル Ｂ．Ｍ．Ｗｉｌｄ．Ｄｕｃｋｅｒ’ｓ Ｉ８Ｉ　Ｗｈｅｅｌｅｒｓ

審判 連盟 プアーズ 連盟 ＳＴＩＣＫＹ　ＦＩＮＧＥＲＳ

3 3A 3W1

12:30 ＲＥＶＥＲＳＥ ｖｓ ブレーカーズ 糸貫クラブ ｖｓ Ｕｎｉｔｙ

オフィシャル SEASONS 中津クラブ（女）

審判 連盟 JUNK 連盟 SWITCH

4 3A 3W1

14:00 SEASONS ｖｓ JUNK 郡上クラブ(女） ｖｓ SWITCH

オフィシャル ＲＥＶＥＲＳＥ 糸貫クラブ

審判 連盟 ブレーカーズ 連盟 Ｕｎｉｔｙ

5 女子順位決定

15:30 大垣クラブ（女） VS 中津クラブ（女）

オフィシャル 郡上クラブ（女）

審判 連盟 連盟

平成29年10月15日 岐阜ファミリーパーク

コート主任 キガタ SWITCH

担当役員 平松　　浩司 増田　　新一



会場

前半 後半

前半 後半

※前半：1試合目30分前集合～試合終了後後片付けまでお願いします。

1 ３A ３A

9:30 ブレーカーズ ｖｓ SEASONS JUNK ｖｓ ＲＥＶＥＲＳＥ

オフィシャル Ｉ８Ｉ　Ｗｈｅｅｌｅｒｓ ＳＴＩＣＫＹ　ＦＩＮＧＥＲＳ

審判 連盟 穂積クラブ 連盟 キガタ

2 ３A ３B 

11:00 プアーズ ｖｓ ASBEST 岐阜教員（男） ｖｓ Ｆｏｎｔａｎａ

オフィシャル ブレーカーズ JUNK

審判 連盟 SEASONS 連盟 ＲＥＶＥＲＳＥ

3 ３B ３B 

12:30 Ｉ８Ｉ　Ｗｈｅｅｌｅｒｓ ｖｓ 穂積クラブ ＳＴＩＣＫＹ　ＦＩＮＧＥＲＳ ｖｓ キガタ

オフィシャル プアーズ 岐阜教員（男）

審判 連盟 ASBEST 連盟 Ｆｏｎｔａｎａ

平成29年10月22日 岐阜ファミリーパーク

コート主任 岐阜教員（男）

担当役員 平松　　浩司


