
8月13日 (土)
時間

コート

試合 ふくみつクラブ VS レッドモンキーズ 大門ﾌﾞﾗｯｸﾎﾟﾆｰｽﾞ VS 砺波クラブ 新潟工業クラブ VS ふくみつクラブ 直皇会 VS 大門ﾌﾞﾗｯｸﾎﾟﾆｰｽﾞ レッドモンキーズ VS 新潟工業クラブ 砺波クラブ VS 直皇会

ＴＯ

審判 角谷　樹 谷口裕嗣 北村将人 河辺　晃 清水久資 － 川田哲也 林　睦夫 朴谷慎太 一ノ谷　聡 白井　勝 河辺　晃 林　睦夫

所属 （県協会） （市協会） （市協会） （市協会） （県協会） － （市協会） （市協会） （県協会） （県協会） （県協会） （市協会） （市協会）

コート

試合 ピエローズ VS 小矢部クラブ 庄西クラブ VS BLUE KNIGHTS 金沢西クラブ VS ピエローズ BLUE KNIGHTS VS ⑥ 小矢部クラブ VS 金沢西クラブ 内灘クラブ VS 庄西クラブ

ＴＯ

審判 川田哲也 内島一憲 白井　勝 朴谷慎太 竹村和敏 長岡紘一 北村将人 野村健大 構　富士雄 河辺真由美 大野英樹 － 野村健大

所属 （市協会） （県協会） （県協会） （県協会） （市協会） （県協会） （市協会） （市協会） （市協会） （県協会） （県協会） － （市協会）

コート

試合 ⑥ VS 内灘クラブ

ＴＯ

審判 谷川良二 谷口裕嗣 － － －

所属 （市協会） （市協会） － － －

コート

試合

ＴＯ

審判

所属

8月14日 (日)
時間

コート

試合 ア２位 VS イ２位 ア１位 VS イ１位 HOBBY VS NANTO ａ２勝者 VS ｂ２勝者

ＴＯ

審判 ア１位 － イ１位 ア２位 － イ２位 河辺真由美 － 富山スターズ 構　富士雄 － 野村健大

所属 （帯同） － （帯同） （帯同） － （帯同） （県協会） － （帯同） （市協会） － （市協会）

コート

試合 ウ２位 VS エ２位 ウ１位 VS エ１位 ａ２敗者 VS ｂ２敗者 ａ１勝者 VS ｂ１勝者

ＴＯ

審判 ウ１位 － エ１位 ウ２位 － エ２位 北村将人 篠田健太郎 竹村和敏 － 長島嵩晃

所属 （帯同） － （帯同） （帯同） － （帯同） （市協会） － （県協会） （市協会） － （県協会）

コート

試合 イ３位 VS エ４位 ア３位 VS ｃ１勝者 ａ１敗者 VS ｂ１敗者 ｃ２勝者 VS ｄ１勝者

ＴＯ

審判 角谷　樹 － ア３位 長島嵩晃 － C１敗者 構　富士雄　 － 河辺　晃 河辺　晃 － 篠田健太郎

所属 （県協会） － （帯同） （県協会） － （帯同） （市協会） － （市協会） （市協会） － （県協会）

コート

試合 ウ３位 VS エ３位 NANTO VS 富山スターズ ｃ１敗者 VS ｄ１敗者 富山スターズ VS HOBBY

ＴＯ

審判 斉藤裕之 野村健大 d１敗者 － HOBBY d１勝者 C１勝者 谷川良二 NANTO

所属 （市協会） （市協会） （帯同） － （帯同） （帯同） （帯同） （市協会） （帯同）

会場：富山県西部体育センター
9：30～11：10 11：10～12：50 12：50～14：30 14：30～16：10 16：10～17：50 17：50～19：30

A1 A2 A3 A4 A5 A6

砺波クラブ レッドモンキーズ 砺波クラブ ふくみつクラブ 大門ﾌﾞﾗｯｸﾎﾟﾆｰｽﾞ 市協会

B1 B2 B3 B4 B5 B6

庄西クラブ ピエローズ 小矢部クラブ ピエローズ BLUE KNIGHTS ⑥

C3 練習会場 練習会場 練習会場

庄西クラブ

会場：富山県西部体育センター
9：00～10：40 10：40～12：20 12：20～14：00 14：00～15：40

a1 a2 a3 a4

c4

中学生 中学生 ａ１勝者 ｄ３敗者

b1 b2 b3 b4

d2 d3 d4

中学生 中学生 ｂ１勝者 ｂ３敗者

c1 c2 c3

中学生 中学生 ｄ１勝者 ＮＡＮＴＯ

●審判協力のお願い

　本大会に参加いただいたチームから推薦いただ
いた帯同審判員の皆さんには、表のとおり審判割
をさせていただきました。
　割当は、基本的に前後の試合で組んであり、１４
日（日）の原則１試合のご協力をお願いしておりま
すが、上級審判を目指す意欲のある方は、申出い
ただければ、大会期間中において、追加の割当を
させていただきます。遠慮なく申出ください。（希望
の時間があれば配慮はいたします。大会２日目に
ついては、余裕がありますので、是非お願いしま
す。）

（連絡）竹村まで
中学生 中学生 ｃ２敗者 ｃ３敗者

d1


