
参加チーム

交流大会    11月3日（日）

高学年（５,６年中心）男子
鳥取県 マリンバード①
山口県 下松ジュニア①

下松ジュニア②
岩国レインボーキッズ①
ＬＩＴＴＬＥ　ＧＵＴＳ①
ＬＩＴＴＬＥ　ＧＵＴＳ②

高学年（５,６年中心）女子
鳥取県 マリンバード②
山口県 下松ジュニア③

下松ジュニア④
ＬＩＴＴＬＥ　ＧＵＴＳ③
ＬＩＴＴＬＥ　ＧＵＴＳ④

中学年（3,4年中心）男子
鳥取県 マリンバード（男女混合）③
山口県 岩国レインボーキッズ②

岩国レインボーキッズ③
ＩＤＢスポーツクラブ①
下松ジュニア⑤
下松ジュニア⑥
ＬＩＴＴＬＥ　ＧＵＴＳ⑤

中学年（3,4年中心）女子
山口県 岩国レインボーキッズ④

下松ジュニア⑦
ＩＤＢスポーツクラブ②
ＬＩＴＴＬＥ　ＧＵＴＳ⑥

低学年（1,2年中心）男女
山口県 岩国レインボーキッズ⑤

岩国レインボーキッズ⑥
岩国レインボーキッズ⑦
下松ジュニア⑧
IDBスポーツクラブ③
ＬＩＴＴＬＥ　ＧＵＴＳ⑦



1 9:00 ～9:15 リトル⑤ ﾚｲﾝﾎﾞｰ② くだまつ⑤ ＩＤＢ①

2 9:15 ～9:30 くだまつ① ﾚｲﾝﾎﾞｰ① リトル③ くだまつ③

3 9:30 ～9:45 リトル④ くだまつ④ くだまつ⑦ ﾚｲﾝﾎﾞｰ④ リトル⑦ ﾚｲﾝﾎﾞｰ⑤

4 9:45 ～10:00 リトル⑥ ＩＤＢ② リトル② くだまつ② くだまつ⑧ ﾚｲﾝﾎﾞｰ⑥

5 10:00 ～10:15 ﾚｲﾝﾎﾞｰ① ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ① ﾚｲﾝﾎﾞｰ③ ＩＤＢ① ﾚｲﾝﾎﾞｰ⑦ ＩＤＢ③

6 10:15 ～10:30 リトル② くだまつ① くだまつ④ ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ② くだまつ⑥ ﾚｲﾝﾎﾞｰ②

7 10:30 ～10:45 リトル① くだまつ② リトル③ くだまつ③ ＩＤＢ① ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ③

8 10:45 ～11:00 リトル⑥ ﾚｲﾝﾎﾞｰ④ くだまつ⑦ ＩＤＢ② ﾚｲﾝﾎﾞｰ⑤ くだまつ⑧

9 11:00 ～11:15 リトル② ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ① リトル⑤ くだまつ⑤ ﾚｲﾝﾎﾞｰ⑥ ＩＤＢ③

10 11:15 ～11:30 くだまつ② ﾚｲﾝﾎﾞｰ① リトル③ ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ② ﾚｲﾝﾎﾞｰ③ ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ③

11 11:30 ～11:45 リトル⑥ くだまつ⑦ ﾚｲﾝﾎﾞｰ④ ＩＤＢ② リトル⑤ くだまつ⑥

12 11:45 ～12:00 リトル① ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ① リトル③ リトル④ リトル⑦ ﾚｲﾝﾎﾞｰ⑦

13 12:00 ～12:15 リトル⑥ ＩＤＢ② くだまつ⑦ ﾚｲﾝﾎﾞｰ④ くだまつ⑥ ＩＤＢ①

14 12:15 ～12:30 リトル④ ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ② ﾚｲﾝﾎﾞｰ② ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ③ くだまつ⑧ ＩＤＢ③

15 12:30 ～12:45 くだまつ② ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ① くだまつ⑤ ﾚｲﾝﾎﾞｰ③ ﾚｲﾝﾎﾞｰ⑤ ﾚｲﾝﾎﾞｰ⑥

16 12:45 ～13:00 くだまつ① ﾚｲﾝﾎﾞｰ① リトル③ くだまつ④ ﾚｲﾝﾎﾞｰ② ＩＤＢ①

17 13:00 ～13:15 くだまつ③ ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ② リトル⑥ ﾚｲﾝﾎﾞｰ④ くだまつ⑥ ﾚｲﾝﾎﾞｰ③

18 13:15 ～13:30 リトル④ くだまつ④ くだまつ⑦ ＩＤＢ② リトル⑦ くだまつ⑧

19 13:30 ～13:45 リトル① ﾚｲﾝﾎﾞｰ① くだまつ⑤ ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ③ ﾚｲﾝﾎﾞｰ⑥ ﾚｲﾝﾎﾞｰ⑦

20 13:45 ～14:00 くだまつ① ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ① リトル④ くだまつ③ ﾚｲﾝﾎﾞｰ⑤ ＩＤＢ③

21 14:00 ～14:15 リトル② くだまつ② くだまつ④ ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ② リトル⑤ ﾚｲﾝﾎﾞｰ③

22 14:15 ～14:30 リトル① くだまつ① くだまつ⑥ ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ③ くだまつ⑤ ﾚｲﾝﾎﾞｰ②

23 14:30 ～14:45 リトル⑥ くだまつ⑦ ﾚｲﾝﾎﾞｰ④ ＩＤＢ② リトル⑦ ﾚｲﾝﾎﾞｰ⑥

24 14:45 ～15:00 リトル④ くだまつ③ リトル③ ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ② ﾚｲﾝﾎﾞｰ⑤ ﾚｲﾝﾎﾞｰ⑦

25 15:00 ～15:15 リトル② ﾚｲﾝﾎﾞｰ① リトル⑤ ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ③ くだまつ⑤ くだまつ⑥

26 15:15 ～15:30 リトル① ﾏﾘﾝﾊﾞｰﾄﾞ① くだまつ① くだまつ② リトル⑦ ＩＤＢ③

27 15:30 ～15:45 くだまつ③ くだまつ④ リトル⑤ ＩＤＢ① ﾚｲﾝﾎﾞｰ⑦ くだまつ⑧

28 15:45 ～16:00 リトル① リトル② ﾚｲﾝﾎﾞｰ② ﾚｲﾝﾎﾞｰ③

16:00 ～

５、６年中心男子 マリンバード①　レインボー①　下松①　下松②　　リトル①　リトル②　

５、６年中心女子 マリンバード②　下松③　下松④　リトル③　リトル④

３、４年中心男子 マリンバード(男女混合)③　レインボー②　レインボー③　IDB①　下松⑤　下松⑥　リトル⑤

３、４年中心女子 レインボー④　下松⑦　IDB②　リトル⑥

１、２年中心男女 レインボー⑤　レインボー⑥　レインボー⑦　下松⑧　IDB③　リトル⑦

練習

かたづけ

かたづけ

交流戦 　　試合時間15分     　　　試合間なし

２日目（11/3） A　メイン奥側 B　メイン手前側 C　多目的




