
岩田副理事長へ　　　　つくばみらい市のチームから会場責任チームを選定して下さい 岩田副理事長へ　　　　つくばみらい市のチームから会場責任チームを選定して下さい

試合時間 白 × 濃 試合時間 白 × 濃

沼崎Ａ つくば東Ａ くわがた 宮和田 ファインズ 谷田部Ａ 松ヶ丘 小張Ｂ

くわがた 宮和田 沼崎Ａ つくば東Ａ 松ヶ丘 小張Ｂ ファインズ 谷田部Ａ

沼崎Ａ 宮和田 つくば東Ａ くわがた ファインズ 小張Ｂ 谷田部Ａ 松ヶ丘

つくば東Ａ くわがた 沼崎Ａ 宮和田 谷田部Ａ 松ヶ丘 ファインズ 小張Ｂ

つくば東Ａ 宮和田 沼崎Ａ くわがた 谷田部Ａ 小張Ｂ ファインズ 松ヶ丘

沼崎Ａ くわがた つくば東Ａ 宮和田 ファインズ 松ヶ丘 谷田部Ａ 小張Ｂ

沼崎Ｂ 小張Ａ 取手中央 今鹿島 板橋女子 沼崎女子 桜女子 豊里女子

取手中央 今鹿島 沼崎Ｂ 小張Ａ ファインズ女子 豊里女子 板橋女子 沼崎女子

沼崎Ｂ 今鹿島 小張Ａ 取手中央 桜女子 沼崎女子 ファインズ女子 豊里女子

小張Ａ 取手中央 沼崎Ｂ 今鹿島 ファインズ女子 板橋女子 桜女子 沼崎女子

小張Ａ 今鹿島 沼崎Ｂ 取手中央 豊里女子 沼崎女子 ファインズ女子 板橋女子

沼崎Ｂ 取手中央 小張Ａ 今鹿島 桜女子 板橋女子 豊里女子 沼崎女子

ファインズ女子 沼崎女子 沼崎Ｂ 取手中央 桜女子 豊里女子
有志

（県南

有志

（県南

Mａ１ 沼崎Ａ Mc１ ファインズ

Mａ２ つくば東Ａ Mc２ 谷田部Ａ

Mａ３ くわがた Mc３ 松ヶ丘

Mａ４ 宮和田 Mc４ 小張Ｂ

Mｂ１ 沼崎Ｂ Ｗd１ 板橋女子

Mｂ２ 小張Ａ Ｗd２ 沼崎女子

Mｂ３ 取手中央 Ｗd３ 桜女子

Mｂ４ 今鹿島 Ｗd４ ファインズ女子

Ｗd５ 豊里女子

15:30 × ・ 小張Ａ

Ａ-1 9:20 × ・ くわがた B-1

９月１日　県南Ｂ秋のひよっこフェスティバル　つくばみらい総合　Ａ（ステージ側） ９月１日　県南Ｂ秋のひよっこフェスティバル　つくばみらい総合　Ｂ（入口側）

審判 ＴＯ・得点 審判 ＴＯ・得点

スタッフ集合　８：３０　　選手入場　９：００ スタッフ集合　８：３０　　選手入場　９：００

9:20 × ・ 松ヶ丘

9:50 × ・ ファインズ

Ａ-3 10:20 × ・ つくば東Ａ B-3 10:20 × ・ 谷田部Ａ

Ａ-2 9:50 × ・ 沼崎Ａ B-2

ファインズ

Ａ-5 11:20 × ・ くわがた B-5

11:50 × ・ 小張Ｂ

Ａ-4 10:50 × ・ 沼崎Ａ B-4 10:50 × ・

午前・午後入れ替わり 午前・午後入れ替わり

11:20 × ・ 松ヶ丘

Ａ-6 11:50 × ・ 宮和田 B-6

13:00 × ・ 桜女子

Ａ-8 13:30 × ・ 沼崎Ｂ B-8

Ａ-7 13:00 × ・ 取手中央 B-7

13:30 × ・ 板橋女子

豊里女子

Ａ-10 14:30 × ・ 沼崎Ｂ B-10 14:30 × ・ 桜女子

Ａ-9 14:00 × ・ 小張Ａ B-9 14:00 × ・

ファインズ女子

Ａ-13 16:00 × ・ 今鹿島 B-13

Ａ-11 15:00 × ・ 取手中央 B-11 15:00 × ・

B-12 15:30 × ・ 豊里女子Ａ-12

上履き・下履きの区別をお願いします． 上履き・下履きの区別をお願いします．

体育館・校舎・花壇・校庭・器具・備品などに，いたずらや破損につながる行為のないようにお願いいたします． 体育館・校舎・花壇・校庭・器具・備品などに，いたずらや破損につながる行為のないようにお願いいたします．

16:00 × ・ 板橋女子

6-(1)-6　　　試合間5分 6-(1)-6　　　試合間5分

路上駐車の無いようにお願いします。 路上駐車の無いようにお願いします。

ゴミの持ち帰りにご協力をお願いいたします． ゴミの持ち帰りにご協力をお願いいたします．

忘れ物の無いように注意してください． 忘れ物の無いように注意してください．

喫煙は所定の場所でお願いします。 喫煙は所定の場所でお願いします。




