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スケジュール表

8:30

8:30

9:10

使用球 № オフィシャルから見て左側 № オフィシャルから見て右側 № オフィシャルから見て左側 № オフィシャルから見て右側 № オフィシャルから見て左側 № オフィシャルから見て右側

9:40 予選 1 ミカサ 1 大場　Seven Rivers 2 洲崎・東合同子供会 11 乙戸ブルーサンダース 12 タートルベアーズ 21 野田っ子ファイターズ 22 プラム ボーイズ＆ガールズ

9:49 予選 2 ミカサ 6 舟島　ネクサス 7 たけのこ　the ｗｉｎｎｅｒ 16 長兎路・湯崎連合子供会 17 玉小ビクトリーアタッカーズ 26 西方 27 サンダーベアーズ

9:58 予選 3 ミカサ 3 ブルーウォーリア 4 葦穂ファイターズ 13 沼里子供会 14 瓦会デビル ガンマンズ 23 刈谷ドラゴンズ 24 イースト　オーシャンズ

10:07 予選 4 ミカサ 8 中村ファイターズ 9 玉戸・新田・谷島 18 手野ウエストキッズ 19 曲松子供会 28 レインボードラゴン 29 津田フレンドリーキッズ

10:16 予選 5 ミカサ 2 洲崎・東合同子供会 5 ミラクルスピリッツ 12 タートルベアーズ 15 ゴールドトレジャー飯富 22 プラム ボーイズ＆ガールズ 25 長二ドッジファイターズＡ

10:25 予選 6 ミカサ 7 たけのこ　the ｗｉｎｎｅｒ 10 本郷ハリケーン 17 玉小ビクトリーアタッカーズ 20 江戸崎小学校子供会 27 サンダーベアーズ 30 佐白・桂町・若星子ども会

10:34 予選 7 ミカサ 1 大場　Seven Rivers 3 ブルーウォーリア 11 乙戸ブルーサンダース 13 沼里子供会 21 野田っ子ファイターズ 23 刈谷ドラゴンズ

10:43 予選 8 ミカサ 6 舟島　ネクサス 8 中村ファイターズ 16 長兎路・湯崎連合子供会 18 手野ウエストキッズ 26 西方 28 レインボードラゴン

10:52 予選 9 ミカサ 4 葦穂ファイターズ 5 ミラクルスピリッツ 14 瓦会デビル ガンマンズ 15 ゴールドトレジャー飯富 24 イースト　オーシャンズ 25 長二ドッジファイターズＡ

11:01 予選10 ミカサ 9 玉戸・新田・谷島 10 本郷ハリケーン 19 曲松子供会 20 江戸崎小学校子供会 29 津田フレンドリーキッズ 30 佐白・桂町・若星子ども会

11:10 予選11 モルテン 2 洲崎・東合同子供会 3 ブルーウォーリア 12 タートルベアーズ 13 沼里子供会 22 プラム ボーイズ＆ガールズ 23 刈谷ドラゴンズ

11:19 予選12 モルテン 7 たけのこ　the ｗｉｎｎｅｒ 8 中村ファイターズ 17 玉小ビクトリーアタッカーズ 18 手野ウエストキッズ 27 サンダーベアーズ 28 レインボードラゴン

11:28 予選13 モルテン 1 大場　Seven Rivers 4 葦穂ファイターズ 11 乙戸ブルーサンダース 14 瓦会デビル ガンマンズ 21 野田っ子ファイターズ 24 イースト　オーシャンズ

11:37 予選14 モルテン 6 舟島　ネクサス 9 玉戸・新田・谷島 16 長兎路・湯崎連合子供会 19 曲松子供会 26 西方 29 津田フレンドリーキッズ

11:46 予選15 モルテン 3 ブルーウォーリア 5 ミラクルスピリッツ 13 沼里子供会 15 ゴールドトレジャー飯富 23 刈谷ドラゴンズ 25 長二ドッジファイターズＡ

11:55 予選16 モルテン 8 中村ファイターズ 10 本郷ハリケーン 18 手野ウエストキッズ 20 江戸崎小学校子供会 28 レインボードラゴン 30 佐白・桂町・若星子ども会

12:04 予選17 モルテン 2 洲崎・東合同子供会 4 葦穂ファイターズ 12 タートルベアーズ 14 瓦会デビル ガンマンズ 22 プラム ボーイズ＆ガールズ 24 イースト　オーシャンズ

12:13 予選18 モルテン 7 たけのこ　the ｗｉｎｎｅｒ 9 玉戸・新田・谷島 17 玉小ビクトリーアタッカーズ 19 曲松子供会 27 サンダーベアーズ 29 津田フレンドリーキッズ

12:22 予選19 モルテン 1 大場　Seven Rivers 5 ミラクルスピリッツ 11 乙戸ブルーサンダース 15 ゴールドトレジャー飯富 21 野田っ子ファイターズ 25 長二ドッジファイターズＡ

12:31 予選20 モルテン 6 舟島　ネクサス 10 本郷ハリケーン 16 長兎路・湯崎連合子供会 20 江戸崎小学校子供会 26 西方 30 佐白・桂町・若星子ども会

13:10 決勝　T1 ミカサ

13:20 決勝　T2 ミカサ

13:30 決勝　T3 ミカサ

13:40 決勝　T4 ミカサ

13:50 決勝　T5 ミカサ

14:00 決勝　T6 ミカサ

14:10 決勝　T7 ミカサ
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番号 チ  ー  ム  名 代 表 者 名 所在地

1 大場　ＳＥＶＥＮ　ＲＩＶＥＲＳ 齋藤　郁美 水戸市１

2 ゴールドトレジャー飯富 佐藤　由隆 水戸市２

3 レインボードラゴン 平賀　正男 水戸市３

4 プラム ボーイズ＆ガールズ 篠﨑　裕子 水戸市３

5 長兎路・湯崎連合子供会 上野　慎一 笠間市１

6 佐白・桂町・若星子ども会 佐藤　基子 笠間市２

7 津田フレンドリーキッズ 粂　雄二 ひたちなか市

8 イースト　オーシャンズ 大森　達治 東海村

9 ミラクルスピリッツ 大森　達治 東海村

10 玉小ビクトリーアタッカーズ 秋山　由美子 小美玉市１

11 野田っ子ファイターズ 石川　栄美子 小美玉市２

12 長二ドッジファイターズＡ 高木忠雄 茨城町１

13 ブルーウォーリア 磯崎　智弘 茨城町２

14 曲松子供会 石井　輝博 潮来市１

15 洲崎・東合同子供会 市川　将充 潮来市２

16 中村ファイターズ 国分　美香 土浦市１

17 乙戸ブルーサンダース 鈴木　健 土浦市２

18 手野ウエストキッズ 倉持　和勉 土浦市３

19 葦穂ファイターズ 足立　淳 石岡市１

20 瓦会デビル ガンマンズ 平岡　修一 石岡市２

21 刈谷ドラゴンズ 布施谷　尚絵 牛久市１

22 たけのこ　the ｗｉｎｎｅｒ 藤川　早苗 牛久市２

23 沼里子供会 国崎　知子 稲敷市１

24 江戸崎小学校子供会 芹沢　良能 稲敷市２

25 本郷ハリケーン 川上　順子 阿見町１

26 舟島　ネクサス 時原　宏明 阿見町２

27 西方 市村　眞治 筑西市１

28 玉戸・新田・谷島 堀江　範郎 筑西市２

29 サンダーベアーズ 山田　秀之 桜川市１

30 タートルベアーズ 臼井　伸明 桜川市２

第１4回茨城県子ども会ドッジボール大会出場チーム一覧


