
1月25日 ゲームＮｏ レフリー レフリー レフリー レフリー

10:00～10:15 1 草ヶ江C かしいC 草ヶ江A かしいA 玄海B 川副中 みやけＹＲ ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ

10:18～10:33 2 草ヶ江B かしいB 福岡レディース 春日L・志・百 玄海A りんどう 浮羽YR ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ

10:36～10:51 3 草ヶ江A 熊本RS 城南S かしいA 玄海B 出水・龍田中 みやけＹＲ 山鹿・玉名・サンデーズ

10:54～11:09 4 大分A 大村ＲＳ 大分女子 春日L・志・百 川副中 草ヶ江B りんどう ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ

11:12～11:27 5 福岡レディース 女子合同 大分B みやけＹＲ 玄海A 城南S 浮羽YR 帯山

11:30～11:45 6 大分A かしいA 託麻中 玄海B 附属・東部中 草ヶ江C ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ ゆのき

11:48～12:03 7 諫早OR 大分女子 玖珠・臼杵・別府A みやけＹＲ 川副中 帆柱ＹＲ ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ 出水・龍田中

12:06～12:21 8 玄海A 熊本RS 玖珠・臼杵・別府B かしいB 長与ＹＲ 草ヶ江A 山鹿・玉名・サンデーズ 諫早

12:24～12:39 9 大村ＲＳ かしいC かしいA 長崎A 長与ＹＲ 帆柱ＹＲ 城南S りんどう

12:42～12:57 10 川副中 大分A 諫早OR 春日L・志・百 NSぶんご 附属・東部中 浮羽YR 諫早

13:00～13:15 11 大分女子 福岡レディース 長崎B かしいB 託麻中 草ヶ江C 帯山 りんどう

13:18～13:33 12 女子合同 諫早OR 長崎A 帆柱ＹＲ 草ヶ江A ゆのき 大分B 玖珠・臼杵・別府A

13:36～13:51 13 長崎B 託麻中 諫早 ぎんなんB 長与ＹＲ りんどう 大村ＲＳ 玖珠・臼杵・別府B

13:54～14:09 14 大分女子 春日L・志・百 附属・東部中 玄海B 熊本RS 大分A ゆのき 帯山

14:12～14:27 15 かしいC 託麻中 諫早OR 福岡レディース ぎんなんA 玖珠・臼杵・別府A 出水・龍田中 大分B

14:30～14:45 16 かしいA 熊本RS NSぶんご 玄海A ぎんなんB 玖珠・臼杵・別府B 山鹿・玉名・サンデーズ 島原RFC

14:48～15:03 17 かしいB 帯山 託麻中 ゆのき 附属・東部中 佐賀Jr 出水・龍田中 時津

15:06～15:21 18 山鹿・玉名・サンデーズ 大村ＲＳ 長崎A 玄海A NSぶんご ぎんなんA みやけＹＲ 熊本RS

15:24～15:39 19 佐賀Jr 草ヶ江C 附属・東部中 ぎんなんA 城南S 帆柱ＹＲ 出水・龍田中 ゆのき

15:42～15:57 20 玖珠・臼杵・別府B 草ヶ江B 長崎B ぎんなんB NSぶんご 長与ＹＲ 浮羽YR 時津

16:00～16:15 21 玖珠・臼杵・別府A 草ヶ江A 大分B ぎんなんA 帆柱ＹＲ 大村ＲＳ みやけＹＲ 島原RFC

16:18～16:33 22 長崎A 大分A 時津 佐賀Jr 帆柱ＹＲ NSぶんご 帯山 諫早

16:36～16:51 23 長崎B 山鹿・玉名・サンデーズ 城南S 長与ＹＲ 大村ＲＳ 熊本RS 浮羽YR 島原RFC

16:54～17:09 24 草ヶ江A 長崎A 佐賀Jr ぎんなんB みやけＹＲ NSぶんご 出水・龍田中 諫早

17:12～17:27 25 草ヶ江B 長崎B ぎんなんA 長与ＹＲ 島原RFC NSぶんご 時津 城南S

1月26日 ゲームＮｏ レフリー レフリー レフリー レフリー

8:24～8:39 1 諫早 草ヶ江B 島原RFC 出水・龍田中 時津 玖珠・臼杵・別府A

8:42～8:57 2 熊本RS 長与ＹＲ NSぶんご 長崎A ゆのき 浮羽YR

 9:00～ 9:15 3 諫早 託麻中 島原RFC 草ヶ江C 大村ＲＳ 佐賀Jr

 9:18～ 9:33 4 諫早OR 大分女子 長崎B 玖珠・臼杵・別府B 時津 附属・東部中

 9:36～ 9:51 5 女子合同 春日L・志・百 草ヶ江A NSぶんご みやけＹＲ 諫早

 9:54～10:09 6 福岡レディース 諫早OR 浮羽YR 附属・東部中 ゆのき 玖珠・臼杵・別府A

10:12～10:27 7 帯山 長与ＹＲ 長崎A 熊本RS 大分B 大村ＲＳ

10:30～10:45 8 春日L・志・百 大分女子 島原RFC 玖珠・臼杵・別府B 城南S 諫早

10:48～11:03 9 大分A 託麻中 長崎B 草ヶ江B ゆのき 山鹿・玉名・サンデーズ

11:06～11:21 10 帯山 佐賀Jr 出水・龍田中 みやけＹＲ 熊本RS NSぶんご

11:24～11:39 11 女子合同 諫早OR 城南S 長崎A 時津 山鹿・玉名・サンデーズ

11:42～11:57 12 大分A 長与ＹＲ 大分女子 福岡レディース 浮羽YR 大村ＲＳ

12:00～12:15 13 帯山 大分B 島原RFC 附属・東部中 山鹿・玉名・サンデーズ 草ヶ江A

12:18～12:33 14 佐賀Jr 託麻中 出水・龍田中 長崎A ゆのき 大分A

12:36～12:51 15 春日L・志・百 福岡レディース 玖珠・臼杵・別府B 附属・東部中 かしいA 長与ＹＲ

12:54～13:09 16 長崎B 託麻中 NSぶんご 大村ＲＳ みやけＹＲ 時津

13:12～13:27 17 玄海A 長与ＹＲ 出水・龍田中 玖珠・臼杵・別府A ゆのき 草ヶ江B

13:30～13:45 18 帯山 佐賀Jr 長崎B 玄海B 大分B 浮羽YR

13:48～14:03 19 ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ 大村ＲＳ 草ヶ江A 城南S 大分A 山鹿・玉名・サンデーズ

14:06～14:21 20 帆柱ＹＲ 熊本RS 長崎A みやけＹＲ 大分B かしいB

14:24～14:39 21 ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ 川副中 城南S 熊本RS 草ヶ江A ぎんなんA

14:42～14:57 22 輝翔館・西南中 川副中 かしいA NSぶんご かしいC 草ヶ江C

15:00～15:15 23 かしいB ぎんなんB 玄海A みやけＹＲ 草ヶ江A 帆柱ＹＲ

15:18～15:33 24輝翔館・西南中 玄海B ぎんなんA NSぶんご 草ヶ江B 川副中

15:36～15:51 25 かしいC 輝翔館・西南中 帆柱ＹＲ 玄海A 草ヶ江C ぎんなんB

15:54～16:09 26 ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ 城南S 玄海B 川副中 かしいA ぎんなんA

16:12～16:27 27 川副中 かしいC 帆柱ＹＲ 玄海B ぎんなんB かしいB

16:30～16:45 28 輝翔館・西南中 ﾔﾝｸﾞｳｪｰﾌﾞ 帆柱ＹＲ かしいA ぎんなんA 玄海A

陸上競技場

陸上競技場

第２1回九州ジュニアジャンボリー福岡大会　試合スケジュール　　九州協会・福岡県協会

〇開始のあいさつはおこないません。定時でｷｯｸｵﾌをします。
〇試合時間はﾗﾝﾆﾝｸﾞﾀｲﾑの15分。ｺﾞｰﾙｷｯｸはありません。
〇ｷｯｸｵﾌは相手のｾｯﾄが終わってから行ってください。
〇ﾍﾞﾝﾁ・自陣は本部からｸﾞﾗｳﾝﾄﾞを見て，対戦表通り左右に分かれます。
〇ｷｯｸｵﾌのｷｯｸは，対戦表の左側ﾁｰﾑが行ってください。
○ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｿﾝ・ﾀｯﾁｼﾞｬｯｼﾞは必ずﾁｰﾑから一人ずつ出てください。
○女子はセブンス７分（前半）１分（ﾊｰﾌﾀｲﾑ）７分（後半）の試合を行います。ｺﾞｰﾙｷｯｸありです。

Ａコート人工芝 Ｂコート人工芝 Ｃコート人工芝

Ａコート人工芝 Ｂコート人工芝 Ｃコート人工芝


