
日　程 平成２７年３月２１日（祝） 試合形式

会　場 堺市　家原大池体育館（大アリーナ・２面） 　男子：　４組３または４チームのリーグ戦（１５分×１本）の後順位決定戦

　　　　（小アリーナ：アップ会場） 　　　　　　（順位決定戦も、１５分×１本、決勝のみ１５-５-１５分の前後半）

参加チーム 　女子：　６チームのリーグ戦（１５分×１本）

男子Ａ組 男子Ｂ組 男子Ｃ組 男子Ｄ組 女　子 順位決定方式
高橋組 ＨＣ真弓 兵庫選抜 堺グランパーズ ＢＡＢＡＲ'ｓ 　１）勝ち点（勝ち＝２、引き分け＝１）

中京オールスターズ オールドフェイス関西 桃陰マスターズ ＧＧ'ｓ 御座姐 　２）総得失点差（同じの場合は総得点）

生駒オークス ＨＣみやびマスターズ 甲送倶楽部 夢咲ＨＢＣ 富山エンジェルス 　３）対戦者間の成績（それでも決まらない場合は抽選）

待兼シニア 大阪３３０ＨＣ 安威川クラブ 安威川レディース 　※）男子の順位決定戦は同点の場合７Ｍスロー３本

樫さんクラブ 審判は３審制も可とします。

生駒オークスレディース 試合間は５分と短くなっています、ウォーミングアップはアップ会場にて十分にお願いします。

Ａコート 試合No. 審判・記録 Ｂコート 試合No. 審判・記録

09:00

09:30

10:00-10:15 （１） ＢＡＢＡＲ'ｓ 御座姐 安威川レディース 10:00-10:15 （あ） 富山エンジェルス 樫さんクラブ 生駒オークスレディース

10:20-10:35 （２） 高橋組 中京オールスターズ ＨＣみやびマスターズ 10:20-10:35 （い） 安威川レディース 生駒オークスレディース 樫さんクラブ

10:40-10:55 （３） 生駒オークス 待兼シニア ＨＣ真弓 10:40-10:55 （う） 兵庫選抜 桃陰マスターズ 夢咲ＨＢＣ

11:00-11:15 （４） ＨＣ真弓 オールドフェイス関西 生駒オークス 11:00-11:15 （え） 甲送倶楽部 安威川クラブ 兵庫選抜

11:20-11:35 （５） ＨＣみやびマスターズ 大阪３３０ＨＣ 高橋組 11:20-11:35 （お） 堺グランパーズ ＧＧ'ｓ 安威川クラブ

11:40-11:55 （６） 御座姐 安威川レディース ＢＡＢＡＲ'ｓ 11:40-11:55 （か） 富山エンジェルス 生駒オークスレディース 樫さんクラブ

12:00-12:15 （７） 高橋組 生駒オークス 大阪３３０ＨＣ 12:00-12:15 （き） ＢＡＢＡＲ'ｓ 樫さんクラブ 御座姐

12:20-12:35 （８） 中京オールスターズ 待兼シニア オールドフェイス関西 12:20-12:35 （く） 兵庫選抜 甲送倶楽部 ＧＧ'ｓ

12:40-12:55 （９） ＨＣ真弓 ＨＣみやびマスターズ 待兼シニア 12:40-12:55 （け） 桃陰マスターズ 安威川クラブ 甲送倶楽部

13:00-13:15 （１０） オールドフェイス関西 大阪３３０ＨＣ 中京オールスターズ 13:00-13:15 （こ） 堺グランパーズ 夢咲ＨＢＣ 桃陰マスターズ

13:20-13:35 （１１） ＢＡＢＡＲ'ｓ 富山エンジェルス 御座姐 13:20-13:35 （さ） 安威川レディース 樫さんクラブ 生駒オークスレディース

13:40-13:55 （１２） 高橋組 待兼シニア ＨＣみやびマスターズ 13:40-13:55 （し） 御座姐 生駒オークスレディース 安威川レディース

14:00-14:15 （１３） 中京オールスターズ 生駒オークス ＨＣ真弓 14:00-14:15 （す） 兵庫選抜 安威川クラブ 堺グランパーズ

14:20-14:35 （１４） ＨＣ真弓 大阪３３０ＨＣ 生駒オークス 14:20-14:35 （せ） 桃陰マスターズ 甲送倶楽部 兵庫選抜

14:40-14:55 （１５） オールドフェイス関西 ＨＣみやびマスターズ 高橋組 14:40-14:55 （そ） ＧＧ'ｓ 夢咲ＨＢＣ 甲送倶楽部

15:00-15:15 （１６） 御座姐 樫さんクラブ ＢＡＢＡＲ'ｓ 15:00-15:15 （た） ＢＡＢＡＲ'ｓ 生駒オークスレディース 富山エンジェルス

15:20-15:35 （１７） Ａ２位 Ｂ２位 Ｃ１位 15:20-15:35 （ち） 富山エンジェルス 安威川レディース ＢＡＢＡＲ'ｓ

15:40-15:55 （１８） Ｃ２位 Ｄ２位 Ｂ２位 15:40-15:55 （つ） Ａ４位 Ｃ４位 Ｂ４位

16:00-16:15 （１９） Ａ１位 Ｂ１位 Ｄ２位 16:00-16:15 （て） Ａ３位 Ｂ３位 (つ)敗者

16:20-16:35 （２０） Ｃ１位 Ｄ１位 Ａ１位 16:20-16:35 （と） Ｃ３位 Ｄ３位 (て)敗者

16:40-16:55 （２１） 御座姐 富山エンジェルス 樫さんクラブ 16:40-16:55 （な） ＢＡＢＡＲ'ｓ 安威川レディース 生駒オークスレディース

17:00-17:15 （２２） (17)勝者 (18)勝者 (19)勝者 17:00-17:15 （に） 樫さんクラブ 生駒オークスレディース 富山エンジェルス

17:15-17:25 女子閉会式 17:15-17:25 女子閉会式

17:25-18:00 決勝戦 (19)勝者 (20)勝者 (22)敗者 17:25-17:40 （ぬ） （つ）勝者 Ｂ４位 (て）勝者

　決勝戦のみ　15-5-15分の前後半 17:45-18:00 （ね） （て）勝者 （と）勝者 (ぬ)勝者

18:00 男子閉会式 18:00 男子閉会式

　　（あと片付けにご協力下さい） 　　（あと片付けにご協力下さい）
・ 松ヤニ使用出来ません、両面テープを各チームで準備願います。 ・ 駐車場は、体育館正面と池の西側にあります（1日 \600）。
・ 貴重品は各チームで十分注意して管理願います。 満車の場合はJR津久野駅周辺のコインパーキングをご利用下さい。

平成26年度近畿マスターズ大会組み合わせ

対　戦 対　戦

参加受付・準備

開会式



男子　決勝トーナメント　（１５　分，決勝のみ前後半） 男子　2位トーナメント　（１５　分）

Ａ組１位 Ａ組２位

Ｂ組１位 Ｂ組２位

Ｃ組１位 Ｃ組２位

Ｄ組１位 Ｄ組２位

男子　3位トーナメント　（１５　分） 男子　4位トーナメント　（１５　分）

Ａ組３位 Ａ組４位

Ｂ組３位 Ｃ組４位

Ｃ組３位

Ｂ組４位

Ｄ組３位
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