
第１５回　鷹岡天間ＳＳＳ招待試合大会対戦及び審判表

Ａコート（５年Ａブロック） Ｂコート（５年Ｂブロック） Ｃコート（６年Ａブロック） Ｄコート（６年Ｂブロック） Ｅコート（４年Ａブロック） Ｆコート（４年Ｂブロック） Ｇコート（２年Ａブロック） Ｈコート（２年Ｂブロック）

8:40  　　　　　　開　　　　会　　　　式　　　　　　　　　　　

富士第二 vs 江尻 元吉原ｱｾﾞｽ vs 大淵 ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 vs 富士第一 ＴＳＣ vs 須津 丘 vs ＴＳＣ 函南東 vs 広見 沼津第四 vs 吉原第一Ａ 鷹天 vs 大富士

今泉 静岡中田WHITE ｱﾝｾﾑ 鷹天 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 貴船 富士第一セントラル ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ

今泉 vs 静岡中田RED 静岡中田WHITE vs フリーダムＡ ｱﾝｾﾑ vs ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ 鷹天 vs 今泉 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ vs 黒田 貴船 vs 吉原第一B 富士第一セントラル vs ﾈｵ・ｱｾﾞｽ ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ vs 富士第一ファースト

須津 鷹天 元吉原ｱｾﾞｽ 向山 吉原第一Ａ 神戸 大宮 富士岡

須津 vs フリーダム 鷹天 vs 貴船 元吉原ｱｾﾞｽ vs 静岡中田 向山 vs ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞA 吉原第一Ａ vs 富丘 神戸 vs 鷹天 大宮 vs 黒田 富士岡 vs 吉原第一B

静岡中田RED フリーダムＡ ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ 今泉 黒田 吉原第一B ﾈｵ・ｱｾﾞｽ 富士第一ファースト

静岡中田RED vs 江尻 フリーダムＡ vs 大淵 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ vs 富士第一 今泉 vs 須津 黒田 vs ＴＳＣ 吉原第一B vs 広見 ﾈｵ・ｱｾﾞｽ vs 吉原第一Ａ 富士第一ファースト vs 大富士

富士第二 元吉原ｱｾﾞｽ ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 ＴＳＣ 丘 函南東 沼津第四 鷹天

富士第二 vs 須津 元吉原ｱｾﾞｽ vs 鷹天 ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 vs 元吉原ｱｾﾞｽ ＴＳＣ vs 向山 丘 vs 吉原第一Ａ 貴船 vs 鷹天 沼津第四 vs 大宮 鷹天 vs 富士岡

江尻 大淵 富士第一 須津 ＴＳＣ 神戸 吉原第一Ａ 大富士

今泉 vs フリーダム 静岡中田WHITE vs 貴船 ｱﾝｾﾑ vs 静岡中田 鷹天 vs ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞA ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ vs 富丘 函南東 vs 神戸 富士第一セントラル vs 黒田 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ vs 吉原第一B

須津 鷹天 元吉原ｱｾﾞｽ 向山 吉原第一Ａ 広見 大宮 富士岡

須津 vs 静岡中田RED 鷹天 vs フリーダムＡ 元吉原ｱｾﾞｽ vs ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ 向山 vs 今泉 吉原第一Ａ vs 黒田 広見 vs 貴船 大宮 vs ﾈｵ・ｱｾﾞｽ 富士岡 vs 富士第一ファースト

フリーダム 貴船 静岡中田 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞA 富丘 函南東 黒田 吉原第一B

江尻 vs 今泉 大淵 vs 静岡中田WHITE 富士第一 vs ｱﾝｾﾑ 須津 vs 鷹天 ＴＳＣ vs ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 神戸 vs 吉原第一B 吉原第一Ａ vs 富士第一セントラル 大富士 vs ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ

富士第二 元吉原ｱｾﾞｽ ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 ＴＳＣ 丘 鷹天 沼津第四 鷹天

フリーダム vs 富士第二 貴船 vs 元吉原ｱｾﾞｽ 静岡中田 vs ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞA vs ＴＳＣ 富丘 vs 丘 鷹天 vs 函南東 黒田 vs 沼津第四 吉原第一B vs 鷹天

江尻 大淵 富士第一 須津 ＴＳＣ 広見 吉原第一Ａ 大富士

江尻 vs 須津 大淵 vs 鷹天 富士第一 vs 元吉原ｱｾﾞｽ 須津 vs 向山 ＴＳＣ vs 吉原第一Ａ 広見 vs 神戸 吉原第一Ａ vs 大宮 大富士 vs 富士岡

今泉 静岡中田WHITE ｱﾝｾﾑ 鷹天 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 貴船 富士第一セントラル ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ

フリーダム vs 静岡中田RED 貴船 vs フリーダムＡ 静岡中田 vs ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ ＴＳＣ vs 鷹天 富丘 vs 黒田 鷹天 vs 吉原第一B 黒田 vs ﾈｵ・ｱｾﾞｽ 吉原第一B vs 富士第一ファースト

富士第二 元吉原ｱｾﾞｽ ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 今泉 丘 函南東 沼津第四 鷹天

富士第二 vs 今泉 元吉原ｱｾﾞｽ vs 静岡中田WHITE ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 vs ｱﾝｾﾑ ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞA vs 今泉 丘 vs ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 函南東 vs 貴船 沼津第四 vs 富士第一セントラル 鷹天 vs ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ

静岡中田RED フリーダムＡ ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ ＴＳＣ 黒田 吉原第一B ﾈｵ・ｱｾﾞｽ 富士第一ファースト

江尻 vs フリーダム 大淵 vs 貴船 富士第一 vs 静岡中田 向山 vs 鷹天 ＴＳＣ vs 富丘 広見 vs 鷹天 吉原第一Ａ vs 黒田 大富士 vs 吉原第一B

須津 鷹天 元吉原ｱｾﾞｽ 須津 吉原第一Ａ 神戸 大宮 富士岡

須津 vs 今泉 鷹天 vs 静岡中田WHITE 元吉原ｱｾﾞｽ vs ｱﾝｾﾑ 須津 vs ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞA 吉原第一Ａ vs ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 神戸 vs 貴船 大宮 vs 富士第一セントラル 富士岡 vs ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ

江尻 大淵 富士第一 向山 ＴＳＣ 広見 吉原第一Ａ 大富士

静岡中田RED vs 富士第二 フリーダムＡ vs 元吉原ｱｾﾞｽ ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ vs ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 今泉 vs ＴＳＣ 黒田 vs 丘 吉原第一B vs 函南東 ﾈｵ・ｱｾﾞｽ vs 沼津第四 富士第一ファースト vs 鷹天

フリーダム 貴船 静岡中田 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞA 富丘 鷹天 黒田 吉原第一B

５年順位決定戦 ６年順位決定戦 ４年順位決定戦 ２年順位決定戦

Ａ２位 vs Ｂ２位 Ａ２位 vs Ｂ２位 Ａ２位 vs Ｂ２位 Ａ２位 vs Ｂ２位

Ａ１位 Ｂ１位 Ａ１位 Ｂ１位 Ａ１位 Ｂ１位 Ａ１位 Ｂ１位

Ａ１位 vs Ｂ１位 Ａ１位 vs Ｂ１位 Ａ１位 vs Ｂ１位 Ａ１位 vs Ｂ１位

鷹岡天間 鷹岡天間 鷹岡天間 鷹岡天間

審判 Ａコート（５年Ａブロック） Ｂコート（５年Ｂブロック） Ｃコート（６年Ａブロック） Ｄコート（６年Ｂブロック） Ｅコート（４年Ａブロック） Ｆコート（４年Ｂブロック） Ｇコート（２年Ａブロック） Ｈコート（２年Ｂブロック）
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ｱﾝｾﾑ 鷹天 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 貴船 富士第一セントラル ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ

14:10

14:30

15:00

今泉 静岡中田WHITE

大宮 富士岡

静岡中田RED フリーダムＡ ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ 今泉 黒田 吉原第一B ﾈｵ・ｱｾﾞｽ 富士第一ファースト

須津 鷹天 元吉原ｱｾﾞｽ 向山 吉原第一Ａ 神戸

沼津第四 鷹天

江尻 大淵 富士第一 須津 ＴＳＣ 神戸 吉原第一Ａ 大富士

富士第二 元吉原ｱｾﾞｽ ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 ＴＳＣ 丘 函南東

大宮 富士岡

フリーダム 貴船 静岡中田 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞA 富丘 函南東 黒田 吉原第一B

須津 鷹天 元吉原ｱｾﾞｽ 向山 吉原第一Ａ 広見

沼津第四 鷹天

江尻 大淵 富士第一 須津 ＴＳＣ 広見 吉原第一Ａ 大富士

富士第二 元吉原ｱｾﾞｽ ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 ＴＳＣ 丘 鷹天

富士第一セントラル ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ

富士第二 元吉原ｱｾﾞｽ ｱｽﾙｸﾗﾛ富士 今泉 丘 函南東 沼津第四 鷹天

今泉 静岡中田WHITE ｱﾝｾﾑ 鷹天 ｴｸｾﾙｼｵｰﾙ 貴船

ﾈｵ・ｱｾﾞｽ 富士第一ファースト

須津 鷹天 元吉原ｱｾﾞｽ 須津 吉原第一Ａ 神戸 大宮 富士岡

静岡中田RED フリーダムＡ ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞ ＴＳＣ 黒田 吉原第一B

貴船 静岡中田 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰｼﾞA 富丘 鷹天 黒田 吉原第一B

江尻 大淵 富士第一 向山 ＴＳＣ 広見

閉会式

Ａ１位 Ｂ１位

鷹岡天間 鷹岡天間 鷹岡天間 鷹岡天間

Ａ１位 Ｂ１位 Ａ１位 Ｂ１位 Ａ１位 Ｂ１位

吉原第一Ａ 大富士

フリーダム


