
4 月 29 日 会場 MASK

カテゴリ 審判

男３C ｖｓ

男２部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

カテゴリ 審判

男３B ｖｓ

男３A ｖｓ

男３B ｖｓ

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

5 月 13 日 会場 ESTRELA

カテゴリ 審判

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

カテゴリ 審判

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

男２部 ｖｓ

4 13:30 Waioli ESTRELA

5 15:00 SILVER　 BACK 浜松ホトニクス

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 ESTRELA 小糸クラブ 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 FROGGY 楽笑会クアーズ

3 12:00 Freeクラブ 静岡教員女子

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 IZURASHI MASK

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5

Bコート

3 12:00 浜松興誠クラブ ＩＧＵＣＨＩ　LOVERS

4 13:30 LASER クアーズ

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

Ａコート

試合 時間 対戦 TO

3 12:00 Freeクラブ 楽笑会クアーズ

4 13:30 Waioli FROGGY

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

1 9:00 楽笑会クアーズ FAKER

1 9:00 浜松信用金庫 小糸静岡 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 スズキ 浜松市役所

12:00 日本プラスト パーパス

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

エコパサブ 責任者チーム

5 15:00 浜松興誠クラブ FAKER

Ｂコート

3 12:00 矢崎MC クアーズ

4 13:30 青天狗 MASK

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

試合 時間 対戦 TO

第１回　社会人バスケットボール大会
　静岡県大会リーグ戦　ＯＰの部　組み合わせ

エコパサブ 責任者チーム

Ａコート

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 東邦テナックス ジャトコ

2 10:30 スカイラークス クラブアルク

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）



5 月 13 日 会場 スカイラークス

カテゴリ 審判

男３B ｖｓ

男３B ｖｓ

男３C ｖｓ

男３C ｖｓ

男２部 ｖｓ

カテゴリ 審判

男３A ｖｓ

男３A ｖｓ

男３A ｖｓ

男３A ｖｓ

OA50男 ｖｓ

5 月 20 日 会場 小糸製作所

カテゴリ 審判

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

5 月 27 日 会場 常葉大学静岡

カテゴリ 審判

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

OA４０女 ｖｓ

4 13:30 常葉大学静岡 静岡女子教員

5 15:00 藤枝PLUMADE INFINITY

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第４ゲームの両チーム（TO３人）
審判は協会より選出

Ａコート

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 小糸製作所 楽笑会クアーズ 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 IZURASHI ＩＧＵＣＨＩ　LOVERS

3 12:00 FROGGY ESTRELA

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

1 9:00 ESTRELA 常葉大学静岡

2 10:30 楽笑会クアーズ 静岡教員女子

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5 15:00 青天狗 小糸製作所

小糸 責任者チーム

3 12:00 Waioli 小糸クラブ

4 13:30 FAKER MASK

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

東海大海洋 責任者チーム

Ａコート

試合 時間 対戦 TO

4 13:30 JCH IZUCITY

5 15:00 BUZZER　BEATER　SP 熱海クラブ

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第４ゲームの両チーム（TO３人）
審判は協会より選出

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 静清信用金庫 スズキ 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 浜松市役所 MEDJ

3 12:00 静岡市役所 旭化成富士

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

1 9:00 浜松信用金庫 日本プラスト

2 10:30 村上開明堂 小糸静岡

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5 15:00 矢崎MC スカイラークス

Bコート

3 12:00 静岡銀行 イカイＮａｖｙＷａｓｐ

4 13:30 トヨタ東富士 アサヒBREWERS

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

日立 責任者チーム

Ａコート

試合 時間 対戦 TO



6 月 3 日 会場 ＩＧＵＣＨＩ　LOVERS

カテゴリ 審判

男２部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

女子 ｖｓ

6 月 10 日 会場 楽笑会クアーズ男

カテゴリ 審判

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

女子 ｖｓ

4 13:30 MASK 楽笑会クアーズ

5 15:00 小糸クラブ 楽笑会クアーズ

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

Ａコート

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 小糸製作所 浜松興誠クラブ 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 青天狗 ＩＧＵＣＨＩ　LOVERS

3 12:00 IZURASHI FAKER

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

1 9:00 スカイラークス クアーズ

2 10:30 LASER 浜松ホトニクス

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5 15:00 Freeクラブ 小糸クラブ

小糸 責任者チーム

3 12:00 浜松興誠クラブ IZURASHI

4 13:30 ＩＧＵＣＨＩ　LOVERS 楽笑会クアーズ

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

小糸 責任者チーム

Ａコート

試合 時間 対戦 TO



6 月 10 日 会場 クラブアルク・静岡教員A

カテゴリ 審判

男２部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

ｖｓ

カテゴリ 審判

男３B ｖｓ

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

男３B ｖｓ

ｖｓ

6 月 17 日 会場 Ｗａｉｏｒｉ・IGUCHI

カテゴリ 審判

男３B ｖｓ

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

カテゴリ 審判

男３A ｖｓ

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

4 13:30 FROGGY 静岡教員女子

5 15:00 Waioli 楽笑会クアーズ

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 静清信用金庫 MEDJ 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 常葉大学静岡 小糸クラブ

3 12:00 ESTRELA Freeクラブ

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

1 9:00 パーパス 村上開明堂

2 10:30 浜松興誠クラブ 楽笑会クアーズ

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5 15:00 ＩＧＵＣＨＩ　LOVERS MASK

Bコート

3 12:00 青天狗 FAKER

4 13:30 小糸製作所 IZURASHI

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

エコパサブ 責任者チーム

Ａコート

試合 時間 対戦 TO

4 14:30 ＪＲ東海静岡 静岡教員B

5

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

試合 時間 対戦 TO

1 10:00 静岡教員B 浜松信用金庫 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 11:30 FROGGY 常葉大学静岡

3 13:00 Waioli 静岡教員女子

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

1 10:00 矢崎MC 静岡教員A

2 11:30 スカイラークス LASER

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5

Bコート

3 13:00 クラブアルク 浜松ホトニクス

4 14:30 静岡教員A SILVER　 BACK

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

浜松湖北高校 責任者チーム

Ａコート

試合 時間 対戦 TO



6 月 17 日 会場 役員

カテゴリ 審判

男２部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

男３C ｖｓ

男３C ｖｓ

6 月 24 日 会場 IZURASHI

カテゴリ 審判

男３A ｖｓ

男２部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

4 13:30 浜松興誠クラブ MASK

5 15:00 青天狗 IZURASHI

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

Ａコート

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 旭化成 JCH 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 矢崎MC 浜松ホトニクス

3 12:00 スカイラークス 静岡教員A

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

1 9:00 クラブアルク クアーズ

2 10:30 LASER SILVER　 BACK

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5 15:00
静岡エスアカデミア

スポーツクラブ
ジャトコ

旭化成体育館 責任者チーム

3 12:00 静岡教員A 浜松ホトニクス

4 13:30 静岡銀行 トヨタ東富士

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

東海大海洋 責任者チーム

Ａコート

試合 時間 対戦 TO



6 月 24 日 会場 小糸製作所・浜松市役所

カテゴリ 審判

女子 ｖｓ

男３B ｖｓ

男１部 ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

カテゴリ 審判

男３A ｖｓ

男３A ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

7 月 8 日 会場 アサヒ・楽笑会（女子）

カテゴリ 審判

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

カテゴリ 審判

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

男３C ｖｓ

男２部 ｖｓ

5

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

Bコート

試合 時間 TO

1 9:00 静岡教員女子 小糸クラブ

対戦

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 Freeクラブ 常葉大学静岡

3 12:00 ESTRELA 楽笑会クアーズ

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

15:00

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4 13:30 小糸製作所 MASK 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5 15:00 矢崎MC SILVER　 BACK 第4ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

3 12:00 IZURASHI 楽笑会クアーズ

2 10:30 青天狗 浜松興誠クラブ

1 10:00 Waioli 常葉大学静岡

対戦

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 11:30 村上開明堂 静岡教員B

3 13:00 小糸製作所 ＩＧＵＣＨＩ　LOVERS

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

試合 時間 対戦 TO

1 10:00 MEDJ 静岡市役所 第2ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 12:00 静清信用金庫 浜松市役所 第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

3

責任者チーム東部体育館

Ａコート

試合 時間 TO

富士市立体育館

Ａコート

対戦

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5

責任者チーム

4

試合 時間 TO

1 9:00 FAKER 小糸製作所

Bコート

4

4 13:30 静岡銀行 アサヒBREWERS

クラブアルク LASER 第4ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）5



7 月 8 日 会場 ＪＲ東海静岡・パーパス

カテゴリ 審判

男３B ｖｓ

男３B ｖｓ

男３A ｖｓ

男３A ｖｓ

男３A ｖｓ

7 月 8 日 会場 ＪＲ東海静岡・パーパス

カテゴリ 審判

男３B ｖｓ

男３B ｖｓ

男３A ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

カテゴリ 審判

男３A ｖｓ

男３A ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

7 月 15 日 会場 旭化成富士

カテゴリ 審判

男３C ｖｓ

男３C ｖｓ

男３B ｖｓ

男３A ｖｓ

ｖｓ

4

5

2 12:00 浜松市役所 JCH 第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

Bコート

試合 時間 対戦 TO

10:00 旭化成富士 静清信用金庫 第2ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

1 10:00

2 11:30 ＪＲ東海静岡 浜松信用金庫 第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

3 13:00 スズキ 静岡市役所 第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4

TO

1 10:00 アサヒBREWERS ジャトコ 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5

東邦テナックス トヨタ東富士 第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

3 13:00 ＪＲ東海静岡 パーパス 第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4 14:30 旭化成富士 浜松市役所 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

会場未定 責任者チーム

Ａコート

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 パーパス 日本プラスト 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 ＪＲ東海静岡 浜松信用金庫 第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4 13:30 旭化成富士 静清信用金庫 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5

3 12:00 スズキ 静岡市役所

東海大海洋

2 11:30

15:00 浜松市役所 JCH 第4ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

責任者チーム

Ａコート

試合 時間 対戦

三菱体育館

5

1

3

責任者チーム

Ａコート

試合 時間 対戦 TO

パーパス 日本プラスト 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）



7 月 22 日 会場 静岡市役所・LASER

カテゴリ 審判

男３B ｖｓ

男１部 ｖｓ

男１部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

カテゴリ 審判

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

男３A ｖｓ

7 月 22 日 会場 スズキ・東邦

カテゴリ 審判

男３C ｖｓ

男３A ｖｓ

男３A ｖｓ

男３C ｖｓ

男３B ｖｓ

13:30

15:00 小糸静岡 日本プラスト 第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

Bコート

試合 時間 TO

1 10:00 Freeクラブ FROGGY

対戦

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5

2 11:30 ESTRELA 静岡教員女子

3 13:00 楽笑会クアーズ 常葉大学静岡

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4 14:30 静岡市役所 静清信用金庫

旭化成富士 MEDJ 第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

3 12:00

1 10:00 静岡教員B パーパス

2 11:30 楽笑会クアーズ 青天狗

5

試合 時間 TO

浜松湖北高校

Ａコート

対戦

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

責任者チーム

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4 14:30 静岡教員A LASER 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

3 13:00 FAKER ＩＧＵＣＨＩ　LOVERS

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

旭化成体育館 責任者チーム

Ａコート

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 イカイＮａｖｙＷａｓｐ アサヒBREWERS 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30

スズキ 第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4

IZUCITY

アサヒBREWERS 東邦テナックス 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5



8 月 5 日 会場 クアーズ・イカイNavy

カテゴリ 審判

男３A ｖｓ

男３B ｖｓ

男３C ｖｓ

女子 ｖｓ

女子 ｖｓ

カテゴリ 審判

男３B ｖｓ

男３B ｖｓ

男３C ｖｓ

男３C ｖｓ

男２部 ｖｓ

8 月 26 日 会場 日本プラスト・SILVER

カテゴリ 審判

男３A ｖｓ

男３C ｖｓ

男３A ｖｓ

男３A ｖｓ

男３B ｖｓ

カテゴリ 審判

男２部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

男３C ｖｓ

3 12:00 静岡銀行 東邦テナックス

第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

3 12:00
静岡エスアカデミア

スポーツクラブ
アサヒBREWERS

1 9:00 静岡市役所 IZUCITY

2 10:30 パーパス 小糸静岡 第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

試合 時間 TO

責任者チーム富士市立体育館

Ａコート

対戦

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4 13:30 小糸クラブ FROGGY 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5 15:00 Freeクラブ Waioli 第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

Bコート

試合 時間 TO

北部体育館 責任者チーム

1 9:00 ＪＲ東海静岡 村上開明堂

対戦

第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 日本プラスト 静岡教員B

5 15:00 静岡教員A クアーズ 第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

Ａコート

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 静清信用金庫 JCH 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4 13:30 イカイＮａｖｙＷａｓｐ ジャトコ 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4 13:30 IZUCITY 静清信用金庫 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5 15:00 日本プラスト ＪＲ東海静岡 第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 静岡エスアカデミア
スポーツクラブ 静岡銀行 第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

3 12:00 スズキ 旭化成富士 第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 浜松ホトニクス スカイラークス 第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

3 12:00 LASER 矢崎MC 第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

Ｂコート

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 クラブアルク 静岡教員A 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4 13:30 クアーズ SILVER　 BACK 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5 15:00 トヨタ東富士 ジャトコ 第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）



9 月 9 日 会場 JCH

カテゴリ 審判

男３A ｖｓ

男３A ｖｓ

男３B ｖｓ

男３C ｖｓ

男３A ｖｓ

カテゴリ 審判

男２部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

男３B ｖｓ

男３C ｖｓ

男３C ｖｓ

9 月 16 日 会場 スズキ・未定

カテゴリ 審判

男３C ｖｓ

男３A ｖｓ

男３A ｖｓ

男３A ｖｓ

男３B ｖｓ

カテゴリ 審判

男３B ｖｓ

男２部 ｖｓ

男２部 ｖｓ

男３B ｖｓ

静岡市三保体育館 責任者チーム

Ａコート

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 JCH MEDJ 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4 13:30 東邦テナックス イカイＮａｖｙＷａｓｐ 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5 15:00 浜松市役所 静岡市役所 第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 IZUCITY 旭化成富士 第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

3 12:00 日本プラスト 村上開明堂 第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 クラブアルク 矢崎MC 第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

3 12:00 パーパス 浜松信用金庫 第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

Bコート

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 クアーズ 浜松ホトニクス 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

掛川しーすぽ 責任者チーム

Ａコート

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 静岡エスアカデミア
スポーツクラブ イカイＮａｖｙＷａｓｐ 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4 13:30 静岡エスアカデミア
スポーツクラブ トヨタ東富士 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5 15:00 静岡銀行 ジャトコ 第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4 13:30 浜松市役所 IZUCITY 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5 15:00 浜松信用金庫 村上開明堂 第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 静岡市役所 JCH 第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

3 12:00 スズキ MEDJ 第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

2 10:30 矢崎MC スカイラークス 第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

3 12:00 クラブアルク SILVER　 BACK 第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

Bコート

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 小糸静岡 静岡教員B 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4 13:30 ＪＲ東海静岡 小糸静岡 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5



9 月 23 日 会場 未定

カテゴリ 審判

男２部 ｖｓ

男３A ｖｓ

男３A ｖｓ

男３C ｖｓ

男３C ｖｓ

会場未定 責任者チーム

Ａコート

試合 時間 対戦 TO

1 9:00 SILVER　 BACK スカイラークス 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

4 13:30 イカイＮａｖｙＷａｓｐ トヨタ東富士 第３ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5 15:00 東邦テナックス 静岡エスアカデミア
スポーツクラブ 第４ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

5

2 10:30 MEDJ IZUCITY 第１ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）

3 12:00 JCH スズキ 第２ゲームの両チーム（TO３人・審判１人）


