
ｺｰﾄ 9:30 10:20 11:10 12:00 12:25 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 ｺｰﾄ

1 宮城野区男子 宮女101 宮女１09 宮男101 宮男201 宮男209 宮男301 1

2 201 宮女１02 宮女１10 宮男102 宮男202 宮男210 宮男302 宮男401 2

3 宮城野区男子 宮女１03 宮女１11 宮男103 宮男203 宮男211 宮男303 宮男501 3

4 202 宮女１04 宮女１12 宮男104 宮男204 宮男212 宮男304 宮男402 宮男601 4

5 宮城野区男子 宮女１05 宮女１13 宮男105 宮男205 宮男213 宮男305 宮男502 5

6 203 宮女１06 宮女１14 宮男106 宮男206 宮男214 宮男306 宮男403 宮男※601’ 6

7 宮城野区男子 宮女１07 宮女１15 宮男107 宮男207 宮男215 宮男307 7

8 204 宮女１08 宮女１16 宮男108 宮男208 宮男216 宮男308 宮男404 8

9 宮男109 宮女201 宮女205 宮女301 宮女401 9

10 宮女202 宮女206 宮女302 宮女501 10

11 宮城野区女子 泉男101 宮女203 宮女207 宮女303 宮女402 11

12 201 泉男102 宮女204 宮女208 宮女304 宮女※501’ 12

13 宮城野区女子 泉男103 13

14 202 泉男104 泉男121 14

15 泉男105 泉男122 泉男214 泉男301 泉男401 15

16 泉区男子 泉男106 泉男123 泉男215 泉男302 泉男501 泉男601 16

17 201 泉男107 泉男124 泉男216 泉男303 泉男402 17

18 泉区男子 泉男108 泉男201 泉男304 18

19 202 泉女101 泉女212 泉男109 泉男202 泉男305 19

20 泉女102 泉女213 泉男110 泉男203 泉男306 泉男403 20

21 泉区男子 泉女103 泉女214 泉男111 泉男204 泉男307 泉男502 泉男※601’ 21

22 203 泉女104 泉女215 泉男112 泉男205 泉女301 泉男308 泉男404 22

23 泉区男子 泉女202 泉女201 泉男113 泉男206 泉女302 ３　ゴミは必ず持ち帰ること。 23

24 204 泉女203 泉女208 泉男114 泉男207 泉女303 泉女401 24

25 泉女204 泉女209 泉男115 泉男208 泉女304 ４　忘れ物注意。 25

26 泉区女子 泉女205 泉女216 泉男116 泉男209 泉女305 泉女402 泉女501 26

27 201 泉女206 泉男117 泉男210 泉女306 泉女601 27

28 泉区女子 泉女207 泉男118 泉男211 泉女307 泉女403 泉女502 28

29 202 泉女210 泉男119 泉男212 泉女308 29

30 泉女211 泉男120 泉男213 泉女404 30

ｺｰﾄ 9:30 10:20 11:10 12:00 12:25 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 ｺｰﾄ

宮城野区男子

泉区女子

301

302

401

宮城野区女子

301

302
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宮城野区男子

301

宮城野区男子

会場使用の注意

泉区男子

泉区男子

301

・全試合終了後，表彰式を行います。
・座席のゴミの始末（持ち帰り）にご協
　力ください。
 ・忘れ物はないでしょうか。もう一度
　確認してからお帰りください。

進行上の注意

・団体戦，個人戦のベンチは，番号の若い
方がステージに向かって右側になります。
・進行によってはコートの変更がありま
す。

１　貴重品はカバンに入れっぱなしに
　　しないこと。

２　土足厳禁（屋外及び玄関の段差
　　の先は上履き禁止)

401

代表決定戦

102

※・・・代表決定戦の可能性あり

５　イタズラ厳禁
　　　（トイレ内や立入禁止場所等で)

参加者全員のご協力を！

（体育館内ごみ箱は使わない）

生徒のみなさんへ

・ラバー貼り替え所は
　　　　ステージ上になります。

泉区女子

泉区男子

宮城野区男子

宮城野区女子

101

宮城野区女子

104

101

宮城野区女子

103

宮城野区女子

泉区男子

103

101

泉区男子

102

泉区男子

102

泉区女子

泉区男子

泉区女子

泉区男子

104

103

101



ｺｰﾄ 9:30 11:10 11:35 12:00 12:25 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 ｺｰﾄ

1 太男101 1

2 太白区男子 太男102 太男201 太男301 太男401 2

3 101 太男103 太男202 太男302 太男501 3

4 太男104 太男203 太男303 太男402 太男601 4

5 太白区男子 太女201 太男105 太男204 太男304 太男502 5

6 102 太女202 太男106 太男205 太男305 太男403 6

7 太女203 太男107 太男206 太男306 7

8 太白区男子 太女204 太男108 太男207 太男307 太男404 8

9 103 太女205 太男109 太男208 太男308 9

10 太女206 太男110 10

11 太白区男子 太女207 太男111 11

12 104 太女208 太男112 太男209 太女301 太女401 12

13 太女209 太男113 太男210 太女302 太女501 13

14 太白区女子 太女210 太男114 太男211 太女303 太女402 太女601 14

15 101 太女211 太男115 太男212 太女304 太女502 15

16 太女212 太男116 太男213 太女305 太女403 16

17 太白女子 太女101 太女213 太男117 太男214 太女306 17

18 102 太女102 太女214 太男118 太男215 太女307 太女404 18

19 太女215 太男119 太男216 太女308 19

20 太女216 太男120 20

21 21

22 若林区男子 若男101 若男201 若男205 若男301 若男401 22

23 101 若男102 若男202 若男206 若男302 若男501 ３　ゴミは必ず持ち帰ること。 23

24  若男103 若男203 若男207 若男303 若男402 24

25 若林区女子  若男104 若男204 若男208 若男304 ４　忘れ物注意。 25

26 101 26

27 若女101 若女105 若女201 若女301 27

28 若林区女子 若女102 若女106 若女202 若女401 28

29 102 若女103 若女107 若女203 若女302 29

30 若女104 若女108 若女204 30

ｺｰﾄ 9:30 11:10 11:35 12:00 12:25 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 ｺｰﾄ10:20

201

201

若林区女子 ※参加者全員のご協力を！

１　貴重品はカバンに入れっぱなしに
　　しないこと。

203

204

会場使用の注意202

太白区女子

太白区男子

５　イタズラ厳禁
　　　（トイレ内や立入禁止場所等で)

太白区男子

401

202

若林区男子

301

301

若林区男子

進行上の注意

10:20

・全試合終了後，表彰式を行います。
・座席のゴミの始末（持ち帰り）にご協
　力ください。
 ・忘れ物はないでしょうか。もう一度
　確認してからお帰りください。

生徒のみなさんへ

（体育館内ごみ箱は使わない）

太白区男子

・ラバー貼り替え所はステージ上
になります。

・団体戦，個人戦のベンチは，番号
の若い方がステージに向かって右側
になります。
・進行によってはコートの変更があ
ります。

201

２　土足厳禁（屋外及び玄関の段差
    の先は上履き禁止)
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太白区男子

太白区女子

太白区男子

太白区男子

太白区男子

202

302

201

若林区男子

太白区女子

301


