
○ 試合形式　
Ａ・Ｂコートについては、８人制。１２分１本の１５分回し（ランニングタイム）でお願いします。
各学年の試合にてチーム編成の都合上、多少前後の学年の選手が出場しても構いません。
Ｃミニコートについては、５～６人制。当日の天候、参加人数等を考慮し、各チーム話し合って試合数等を決めましょう。　　
審判は1人制で割り当て通りお願いします。
試合数をこなすため、試合後のセンターサークル及び相手ベンチへの挨拶は省略し、近くの選手数名と握手をして終了して下さい。
試合と試合のインターバルが３分間ですのでスムーズな入れ替わりをお願いします。試合運営上、ご理解ご協力宜しくお願いします。

○ 参加費
Ａ・Ｂコート参加１チームにつき、参加費１，０００円協力お願いします。

○ 参加チーム（Ａコート） ○ 参加チーム（Ｂコート） ○ 参加チーム（Ｃミニコート）

審判 審判 審判

1 9:00 六　条⑤ ━ リオグランデ⑤ 六　条⑤ 1 9:00 奈良東和④ ━ 六　条④ 奈良東和④ 9:00

2 9:15 リオグランデ⑥A ━ センチュリー⑥ リオグランデ⑥ 2 9:15 奈良東和③ ━ 六　条③ 六　条③ 9:15

3 9:30 六　条⑤ ━ センチュリー⑤ センチュリー⑤ 3 9:30 六　条④ ━ リオグランデ④ 六　条④ 9:30

4 9:45 リオグランデ⑥B ━ 王　寺⑥ 王　寺⑥ 4 9:45 六　条③ ━ リオグランデ③ リオグランデ③ 9:45

5 10:00 リオグランデ⑤ ━ センチュリー⑤ リオグランデ⑤ 5 10:00 リオグランデ④ ━ 奈良東和④ リオグランデ④ 10:00

6 10:15 センチュリー⑥ ━ 王　寺⑥ センチュリー⑥ 6 10:15 リオグランデ③ ━ 奈良東和③ 奈良東和③ 10:15

7 10:30 六　条⑤ ━ リオグランデ⑤ 六　条⑤ 7 10:30 奈良東和④ ━ 六　条④ 奈良東和④ 10:30

8 10:45 リオグランデ⑥A ━ 王　寺⑥ 王　寺⑥ 8 10:45 奈良東和③ ━ 六　条③ 六　条③ 10:45

9 11:00 六　条⑤ ━ センチュリー⑤ センチュリー⑤ 9 11:00 六　条④ ━ リオグランデ④ 六　条④ 11:00

10 11:15 リオグランデ⑥B ━ センチュリー⑥ リオグランデ⑥ 10 11:15 六　条③ ━ リオグランデ③ リオグランデ③ 11:15

11 11:30 リオグランデ⑤ ━ センチュリー⑤ リオグランデ⑤ 11 11:30 リオグランデ④ ━ 奈良東和④ リオグランデ④ 11:30

12 11:45 センチュリー⑥ ━ 王　寺⑥ センチュリー⑥ 12 11:45 リオグランデ③ ━ 奈良東和③ 奈良東和③ 11:45

12:00 12:00 12:00

12:15 12:15 12:15

13 12:30 リオグランデ⑥A ━ センチュリー⑥ リオグランデ⑥ 12:30 12:30

14 12:45 六　条⑤ ━ リオグランデ⑤ 六　条⑤ 12:45 12:45

15 13:00 リオグランデ⑥B ━ 王　寺⑥ 王　寺⑥ 13 13:00 奈良東和④ ━ 六　条④ 奈良東和④ 13:00

16 13:15 六　条⑤ ━ センチュリー⑤ センチュリー⑤ 14 13:15 奈良東和③ ━ 六　条③ 六　条③ 13:15

17 13:30 リオグランデ⑥A ━ 王　寺⑥ リオグランデ⑥ 15 13:30 六　条④ ━ リオグランデ④ 六　条④ 13:30

18 13:45 リオグランデ⑤ ━ センチュリー⑤ リオグランデ⑤ 16 13:45 六　条③ ━ リオグランデ③ リオグランデ③ 13:45

19 14:00 リオグランデ⑥B ━ センチュリー⑥ センチュリー⑥ 17 14:00 リオグランデ④ ━ 奈良東和④ リオグランデ④ 14:00

20 14:15 六　条⑤ ━ リオグランデ⑤ 六　条⑤ 18 14:15 リオグランデ③ ━ 奈良東和③ 奈良東和③ 14:15

21 14:30 リオグランデ⑥A ━ センチュリー⑥ センチュリー⑥ 19 14:30 奈良東和④ ━ 六　条④ 奈良東和④ 14:30

22 14:45 六　条⑤ ━ センチュリー⑤ センチュリー⑤ 20 14:45 奈良東和③ ━ 六　条③ 六　条③ 14:45

23 15:00 リオグランデ⑥B ━ 王　寺⑥ 王　寺⑥ 21 15:00 六　条④ ━ リオグランデ④ 六　条④ 15:00

24 15:15 リオグランデ⑤ ━ センチュリー⑤ リオグランデ⑤ 22 15:15 六　条③ ━ リオグランデ③ リオグランデ③ 15:15

25 15:30 リオグランデ⑥A ━ センチュリー⑥ センチュリー⑥ 23 15:30 リオグランデ④ ━ 奈良東和④ リオグランデ④ 15:30

26 15:45 センチュリー⑥ ━ 王　寺⑥ 王　寺⑥ 24 15:45 リオグランデ③ ━ 奈良東和③ 奈良東和③ 15:45

27 16:00 リオグランデ⑥A ━ 王　寺⑥ リオグランデ⑥ 16:00 16:00

16:15 16:15 16:15

問い合わせ　：　リオグランデＦＣ　西川　090-8234-8917

終了 終了 終了

時間 Ａコート 時間 Ｂコート 時間

休　　憩

休　　憩

Ｃミニコート

７月２０日　トレーニングマッチ【大淀平畑グランド】

王寺⑥　センチュリー⑥　リオグランデ⑥Ａ ⑥Ｂ 奈良東和②　六条②　リオグランデ②
奈良東和①　六条①　リオグランデ①

奈良東和④　六条④　リオグランデ④
奈良東和③　六条③　リオグランデ③六条⑤　センチュリー⑤　リオグランデ⑤


