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【ｺｰﾄ設定、講習会を訂正】【全チーム対象の帯同審判講習会を開催します（13:00～）】

第９４回（2022年度）　市民大会　競技日程（１）　　 【土曜日開催、ゲーム開始・終了が遅いので注意！】  

５月１４日（土） 　担当運営委員：【コ】藤田／---　【審】柴田／---　【チ】ＦＡＳＴ＆Ｈシニア／---＆---  

北体育会館Ａコート 　コート設定責任チーム：　　 ＵＮＩＴＥ　／　 ＳＹＮ　（会場準備13:30開始、14:00アップ開始）  

組 時間 白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

----  

----  

----  

m3 14:30 ＵＮＩＴＥ ＳＹＮ スタンス ＳＲＴ／ スタンス／ ----  

m2 1600 ＳＣＲＡＴＣＨ STANCE ＳＹＮ ＵＮＴ／ ＳＹＮ／ ----  

 

北体育会館Ｂコート 　コート設定責任チーム：　　 ＦＡＳＴシニア　／　 マグローズシニア　（会場準備13:30開始、14:00アップ開始）  

組 時間 白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

----  

----  

----  

s1 14:30 ＦＡＳＴシニア マグローズシニア あすなＳ ＢＯＳシ／ あすなＳ／ ----  

s8 1600 ＢＯＳＣＨシニア あすなろシニア マグシニ ＦＡＳＴ／ マグシニ／ ----  

 

 

【審判配置に注意！（逆コート：A1,B1）】 　＜会長杯の追加日程を併催＞  

第９４回（2022年度）　市民大会　競技日程（２）　　 　【土曜日開催、開始時間注意！（13時集合、14時開始）】【ゲーム間９０分】  

５月２８日（土） 　担当運営委員：【コ】古谷／---　【審】大鶴／---　【チ】マグシニ＆ＴＥＮ／---＆---  

北体育会館Ａコート 　コート設定責任チーム：　　 【2021会】　(かもめ)　／　 【2021会】　(Ｂａｍｂｉｎａ)　（会場準備13:00開始）  

組 時間 白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

(F1) 14:00 【2021会】　(かもめ) 【2021会】　(Ｂａｍｂｉｎａ) 【会】ＳＰＬ 住重シ／ ＦＡＳＴ／ ----  

(M3) 15:30 【2021会】　(STANCE) 【2021会】　(あすなろ) 【会】Ｂａｍｂ  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

(F2) 17:00 【2021会】　(ＭＡＫＥ’Ｓ) 【2021会】　(ｓｐｌａｓｈ) 【会】あすなろ 【会】スタンス／ 【会】あすなろ／ ----  

 

 

 

北体育会館Ｂコート 　コート設定責任チーム：　　 ナイトメア　／　 stark 【新規】　（会場準備13:00開始）  

組 時間 白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

m7 14:00 ナイトメア stark 【新規】 ＦＡＳＴ  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

s6 15:30 レザーシニア あやめシニア STRK Ｎｉｔ／ STRK／ ----  

s5 17:00 住友重機械シ二ア ＦＡＳＴシニア あシニア レザーＳ／ あシニア／ ----  

 

 

 

 

　＜会長杯の追加日程を併催します＞  

第９４回（2022年度）　市民大会　競技日程（３）　　 【運営委の配置変更あり】【ゲーム前の審判、T.O.あり！】【ゲーム間９０分】  

５月２９日（日） 　担当運営委員：【コ】芝嵜／藤田　【審】菅野［航］／久保田　【チ】スタンス＆ＦＡＳＴ／ＳＴＲＫ＆ＵＮＴ  

北体育会館Ａコート 　コート設定責任チーム：　　 【2021会】　(ＳＣＲＡＴＣＨ)　／　 【2021会】　(ＢＬＩＴＺ)　（会場準備9:00開始）  

組 時間 白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

(M2A) 10:00 【2021会】　(ＳＣＲＡＴＣＨ) 【2021会】　(ＢＬＩＴＺ) 【会】Ｂｃａｒ 【会】安全第一＃ 【会】Ｂｃａｒ／ ----  

(M2A) 11:30 【2021会】　(Ｂｅａｒｓ) 【2021会】　(ＦＡＫＥ’Ｓ) 【会】ＢＬＺ 【会】ＳＲＴ／ 【会】ＢＬＺ／ ----  

(F1) 13:00 【2021会】　(安全第一) 【2021会】　(Ｂ－ＣＡＲＥ) 【会】Ｆ’Ｓ 【会】ベアーズ／ 【会】Ｆ’Ｓ／ ----  

(M1) 14:30 【2021会】　(ＴＥＮ) 【2021会】　(ＦＡＳＴ) 【会】ＡＱＵＡ  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

(F1) 16:00 【2021会】　(Ｂａｍｂｉｎａ) 【2021会】　(ＡＱＵＡ) 【会】ＦＡＳＴ 【会】ＴＥＮ／ 【会】ＦＡＳＴ／ ----  

 

北体育会館Ｂコート 　コート設定責任チーム：　　 あやめ３５　／　 横須賀教員　（会場準備9:00開始）  

組 時間 白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

m4 10:00 あやめ３５ 横須賀教員 Ｍ’Ｓ  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

f4 11:30 CHEERS 【新規】 ＭＡＫＥ’Ｓ 教員 あ３５／ 教員／ ----  

m5 13:00 あすなろ ＣＲＥＷＳ Ｊシニア Ｈシニア／ Ｊシニア／ ----  

s7 14:30 Ｈクラブシニア ＪＣＬＵＢシニア ＣＲＥＷ あすなろ／ ＣＲＥＷ／ ----  

 

 

 

帯同審判講習会を開催します ＜全チーム必修、12:00受付開始、13:00～14:00講習会＞

帯同審判講習会を開催します ＜全チーム必修、12:00受付開始、13:00～14:00講習会＞
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　＜会長杯の追加日程を併催します＞  

第９４回（2022年度）　市民大会　競技日程（４）　　 【審判は全て協会派遣となります】【ゲーム前のT.O.あり！】【ゲーム間９０分】  

６月５日（日） 　担当運営委員：【コ】大橋／---　【審】加藤／---　【チ】Ｍ’Ｓ＆教員／---＆---  

北体育会館Ａコート 　コート設定責任チーム：　　 【2021会】　(Ｂ－ＣＡＲＥ)　／　 【2021会】　(かもめ)　（会場準備9:00開始）  

組 時間 白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

(F1) 10:00 【2021会】　(Ｂ－ＣＡＲＥ) 【2021会】　(かもめ) 【会】Ｂａｍｂ  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

(F1) 11:30 【2021会】　(安全第一) 【2021会】　(Ｂａｍｂｉｎａ) 【会】かもめ  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

 

 

 

 

北体育会館Ｂコート 　コート設定責任チーム：　　 ＦＡＳＴ　／　 STANCE　（会場準備9:00開始）  

組 時間 白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

m9 10:00 ＦＡＳＴ STANCE ＴＥＮ  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

f2 11:30 ＡＱＵＡ 大津クラブ スタンス  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

m6 13:00 ＳＡＭ＆ＣＯ ＴＥＮ 大津Ｃ  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

 

 

 

 

　＜会長杯の追加日程を併催します＞ 【土曜日開催、開始時間注意！（13時集合、14時開始）】  

第９４回（2022年度）　市民大会　競技日程（５）　　 【審判は全て協会派遣となります】【ゲーム前のT.O.あり！】【ゲーム間９０分】  

６月１１日（土） 　担当運営委員：【コ】五十嵐／---　【審】久保田／---　【チ】ＣＨＲＳ＆あすなＳ／---＆---  

北体育会館Ａコート 　コート設定責任チーム：　　 【2021会】　(ＵＮＩＴＥ)　／　 【2021会】　(くろがね)　（会場準備13:00開始）  

組 時間 白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

(M2A) 14:00 【2021会】　(ＵＮＩＴＥ) 【2021会】　(くろがね) 【会】Ｂａｍｂ  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

(M2B) 15:30 【2021会】　(横須賀教員) 【2021会】　(Ｈクラブ) 【会】くろがね  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

(F1) 17:00 【2021会】　(大津クラブ) 【2021会】　(Ｂａｍｂｉｎａ) 【会】Ｈクラブ  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

 

 

 

北体育会館Ｂコート 　コート設定責任チーム：　　 ＣＲＥＷＳ　／　 ＴＥＮ　（会場準備13:00開始）  

組 時間 白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

m11 14:00 ＣＲＥＷＳ ＴＥＮ あいそ  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

f3 15:30 玉遊倶楽部女子 Ｂ－ＣＡＲＥ ＴＥＮ  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

m12 17:00 ナイトメア あいそれーしょん 【新規】 Ｂｃａｒ  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

 

 

 

 

　【A3の試合開始時刻を訂正（13時）】＜会長杯の追加日程を併催します＞  

第９４回（2022年度）　市民大会　競技日程（６）　　 【帯同審判があります（一部が協会派遣）】【ゲーム前のT.O.あり！】【ゲーム間９０分】  

６月１２日（日） 　担当運営委員：【コ】古谷／---　【審】柴田／---　【チ】マグシニ＆ＵＮＴ／---＆---  

北体育会館Ａコート 　コート設定責任チーム：　　 【2021会】　(ＴＥＥＤＡ)　／　 【2021会】　(ＳＡＭ＆ＣＯ)　（会場準備9:00開始）  

組 時間 白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

(M2B) 10:00 【2021会】　(ＴＥＥＤＡ) 【2021会】　(ＳＡＭ＆ＣＯ) 【会】Ｈシニア 【会】あすなＳ／ 【会】Ｈシニア／ ----  

(F1) 11:30 【2021会】　(安全第一) 【2021会】　(ＡＱＵＡ) 【会】ＳＡＭ  ＜協会＞ 【会】ＳＡＭ／ ----  

(S1) 13:00 【2021会】　(あすなろシニア) 【2021会】　(Ｈクラブシニア) 【会】ＡＱＵＡ  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

 

 

 

北体育会館Ｂコート 　コート設定責任チーム：　　 ＵＮＩＴＥ　／　 あやめ３５　（会場準備9:00開始）  

  白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

m10 10:00 ＵＮＩＴＥ あやめ３５ Ｍ’Ｓ  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

s9 11:30 ＦＡＳＴシニア あやめシニア あ３５  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

f6 13:00 Ｂ－ＣＡＲＥ ＭＡＫＥ’Ｓ あシニア  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  
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【A-4白色のチーム訂正】【A-2帯同なし、他は協会審判】　【T.O.割当を変更します（A-2⇔A-4）】【T.O.は、両ﾁｰﾑで担当します】  

第９４回（2022年度）　市民大会　競技日程（７）　　 【会場が異なります（ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ）】【ゲーム間９０分】  

６月１９日（日） 　担当運営委員：【コ】菊地／芝嵜　【審】大鶴／久保田　【チ】*あやめ会＆あいそ／*Ｍｕｓｔ＆教員  

サブアリーナ 　コート設定責任チーム：　　 ＣＲＥＷＳ　／　 ナイトメア　（会場準備9:00開始）  

組 時間 白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

m14 10:00 ＣＲＥＷＳ ナイトメア f5 両チーム  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

f5x 11:30 【棄権】安全第一（AQUA） 【棄権】大津クラブ m14 両チーム ----  

s10 13:00 ＪＣＬＵＢシニア あすなろシニア m13 両チーム  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

m13 14:30 STANCE ＵＮＩＴＥ s10 両チーム  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

 

 

（設定なし） 　コート設定責任チーム：　　 　／　 　（会場準備9:00開始）  

組 時間 白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

 

 

 

 

 

 

　  

【T.O.は、両チームで担当します】【ゲーム開始を遅くします（10:30集合、11:30開始）】  

第９４回（2022年度）　市民大会　競技日程（８）　　 【会場が異なります（ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ）】【ゲーム間９０分】  

６月２６日（日） 　担当運営委員：【コ】柴田／---　【審】名和田／---　【チ】あいそ＆あすなＳ／---＆---  

サブアリーナ 　コート設定責任チーム：　　 ＦＡＳＴシニア　／　 ＪＣＬＵＢシニア　（会場準備10:30開始）  

組 時間 白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

 

s11 11:30 ＦＡＳＴシニア ＪＣＬＵＢシニア m15 両チーム  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

f7 13:00 大津クラブ ＭＡＫＥ’Ｓ s11 両チーム  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

m15 14:30 ＵＮＩＴＥ ＣＲＥＷＳ f7 両チーム  ＜協会＞  ＜協会＞ ----  

 

 

（設定なし） 　コート設定責任チーム：　　 　／　 　（会場準備9:00開始）  

組 時間 白　色 濃　色 T.O.担当 　　　　　審　　判　（3人制の場合あり）  

 

 

 

 

 

 

 

本競技日（各部 準決勝）は、「サブアリーナ」で1面で実施します。

本競技日（各部 決勝）は、「サブアリーナ」で1面で実施します。

ゲームスタートを遅らせます
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