
東山 日枝 BREAKERS 中山 高山西 古川

松倉（中谷） 国府（新井） BR（橋本）

BREAKERS 松倉 国府 中山 波田 古川

松倉（中谷） BR（橋本） 中山（前山） 新井（国府） 東山（中奥） 高山西（下畑）

高山西 布水 波田 国府

松倉（中谷） 東山（中奥） 古川（野村） 日枝（井上）

橋北 西賀茂 pooh 岐阜DP ミィ 修学院

東山（中奥） 国府（新井） 松倉（中谷） 中山（前山） 日枝（井上） 波田

高山西 西賀茂 東山 布水 日枝 波田

橋北（石見） 布水 修学院（空田） 修学院（望月） BR（宇野） BR（橋本）

松倉 橋北 pooh 中山 ミィ 古川

西賀茂（杉本） 修学院 布水（竹内麻） 布水（竹内奈） 波田（中村） 波田（圓田）

EOA 岐阜DP 修学院 国府

東山（中奥） 松倉（中谷） pooh（田中） ミィ（角谷）

EOA 古川 高山西 波田 BREAKERS 修学院

東山（中奥） BR（橋本） 国府（新井） 松倉（中谷） 中山（前山） 日枝（井上）

日枝 ミィ 西賀茂 岐阜DP 橋北 布水

 EOA（金崎） pooh（田中） 波田（中村） 波田（圓田） 修学院（空田） 修学院（望月）

EOA pooh 高山西 岐阜DP 松倉 東山

古川（野村） 日枝（井上） 西賀茂（杉本） BR（橋本） 橋北（石見） 布水

EOA BREAKERS pooh 西賀茂 橋北 修学院

ミィ（角谷） 古川（野村） 高山西（下畑） 中山（前山） 松倉（中谷） 東山（中奥）

ミィ 布水

 EOA（金崎） 中山（前山）

27日 飛騨高山ビッグアリーナ　女子　試合時間：８分-２分-８分          開場8:00

A（本部側） B C（サブ）

3 10:20

4 11:00

1 9:00

2 9:40

6 12:20 西賀茂 布水 波田

5 11:40 橋北 岐阜DP ミィ

8 13:40 東山 国府 布水

7 13:00 東山 pooh B戦などに使用してください。

10 15:00 古川 西賀茂 橋北

9 14:20 EOA 波田 修学院

12 16:20 交流戦 交流戦EOA

11 15:40 ミィ 高山西 松倉

14 交流戦 交流戦 交流戦

13 交流戦 交流戦 交流戦

松倉 古川

高山西 中山 日枝

アップなどに使用してください。

松倉 国府 セルフ

日枝 セルフ 東山

セルフ



岐阜DP 布水 古川 修学院 橋北 波田

日枝（井上） 松倉（中谷） 西賀茂（杉本） 小森 BR（橋本） 東山（中奥）

岐阜DP 修学院 布水 EOA 日枝 BREAKERS

橋北（石見） 松倉（中谷） 古川（野村） 小森 波田（中村） 波田（圓山）

高山西 ミィ 古川 西賀茂 pooh 波田

中山（前山） 東山（中奥） 修学院（空田） 修学院（望月） 松倉（中谷） BR（橋本）

高山西 橋北 西賀茂 ミィ BREAKERS 波田

日枝（井上） 東山（中奥）  EOA（金崎） 小森 pooh（田中） 中山（前山）

pooh EOA 修学院 中山

布水（竹内麻） 布水（竹内奈） 橋北（石見） 松倉（中谷）

 岐阜DP ミィ 布水 西賀茂 松倉 日枝

pooh（田中） 波田 古川（野村） 波田 修学院（空田） 修学院（望月）

 岐阜DP 波田 橋北 BREAKERS 松倉 東山

高山西（下畑） 西賀茂（杉本） 中山（前山） 布水 古川（野村） 布水

日枝 西賀茂 修学院 高山西 布水 古川

EOA（金崎） BR（橋本） 中山（前山） 日枝（井上） 東山（中奥） ミィ（角谷）

中山 EOA pooh 高山西 ミィ 橋北

松倉（中谷） BR（橋本） 日枝（井上） 古川（野村） 東山（中奥）

古川 pooh 東山 中山

ミィ（角谷） BR（橋本）

EOA 東山

岐阜DP 中山 東山

セルフ

セルフ

松倉 セルフ 古川

ミィ セルフ

pooh 古川 修学院

高山西 中山 古川

日枝 EOA pooh

布水 BREAKERSB戦などに使用してください

橋北 古川 波田

岐阜DP 修学院 BREAKERS

11 15:40

12 16:20 片付け→１７時完全撤収

セルフ

9 14:20

10 15:00

7 13:00

8 13:40

6 12:20

3 10:20

4 11:00

2 9:40

２８日

5 11:40

飛騨高山ビッグアリーナ　女子　試合時間：８分-２分-８分          開場8:00

A（本部側） B C（サブ）

1 9:00 日枝 西賀茂 BREAKERS


