
令和4年度 ひよっこフェスティバル(秋) 9/4組合せ

日時 2022年 9月 4日（日） ※会場に来られる方全員に大会参加承諾書の提出をお願いします。
会場 藤代スポーツセンター・六郷小・桜ヶ丘小・取手東小・小張小 ※駐車場に限りがございます。
集合 8:30  各チームにて乗り合わせ等の車両数を減らすご協力をお願いします。
組合せ ※外履きを入れるビニール袋等は各自で準備をお願いします。

男子B 男子C 男子D 女子C 女子D 女子E ※チームの入退場は役員の指示に従い速やかにお願いします。
六郷小 桜ヶ丘小 小張小 取手東小 藤代FS A 藤代FS B ※ベンチ、TO席を開ける際には消毒をお願いします。

1 茎崎 つくば東 小張 豊里 みどりの 作岡
2 取手中央 取手⻄ 井野 取手中央 宮和田 桜・要
3 藤代 ボンズ 守谷Ｆ 吉田 取手⻄ ⼾頭
4 大野 くわがた 松ヶ丘 守谷Ｆ 松ヶ丘 久賀
5 井野

淡 VS 濃 ＴＯ 淡 VS 濃 ＴＯ
第１ 試合 9:30 茎崎 VS 取手中央 藤代 藤代 大野 つくば東 VS 取手⻄ ボンズ ボンズ くわがた
第２ 試合 10:15 藤代 VS 大野 茎崎 茎崎 取手中央 ボンズ VS くわがた つくば東 つくば東 取手⻄
第３ 試合 11:00 茎崎 VS 大野 取手中央 取手中央 藤代 つくば東 VS くわがた 取手⻄ 取手⻄ ボンズ

お昼
第４ 試合 13:00 取手中央 VS 藤代 茎崎 茎崎 大野 取手⻄ VS ボンズ つくば東 つくば東 くわがた
第５ 試合 13:45 取手中央 VS 大野 藤代 茎崎 藤代 取手⻄ VS くわがた ボンズ つくば東 ボンズ
第６ 試合 14:30 茎崎 VS 藤代 大野 取手中央 大野 つくば東 VS ボンズ くわがた 取手⻄ くわがた
※試合開始時間は目安です。 詳細は当日の指導者ミーティング、進行状況で決定します。

桜ヶ丘小学校（会場責任：ボンズ）
審判 審判

2022/8/21

男子Ｂ 男子Ｃ
六郷小学校（会場責任：藤代）



9/4(日) 男子D、女子C 試合順

淡 VS 濃 ＴＯ 淡 VS 濃 ＴＯ
第１ 試合 9:30 小張 VS 井野 守谷Ｆ 守谷Ｆ 松ヶ丘 豊里 VS 取手中央 吉田 吉田 守谷Ｆ
第２ 試合 10:15 守谷Ｆ VS 松ヶ丘 小張 小張 井野 吉田 VS 守谷Ｆ 豊里 豊里 取手中央
第３ 試合 11:00 小張 VS 松ヶ丘 井野 井野 守谷Ｆ 豊里 VS 守谷Ｆ 取手中央 取手中央 吉田

お昼
第４ 試合 13:00 井野 VS 守谷Ｆ 小張 小張 松ヶ丘 取手中央 VS 吉田 豊里 豊里 守谷Ｆ
第５ 試合 13:45 井野 VS 松ヶ丘 守谷Ｆ 小張 守谷Ｆ 取手中央 VS 守谷Ｆ 吉田 豊里 吉田
第６ 試合 14:30 小張 VS 守谷Ｆ 松ヶ丘 井野 松ヶ丘 豊里 VS 吉田 守谷Ｆ 取手中央 守谷Ｆ
※試合開始時間は目安です。 詳細は当日の指導者ミーティング、進行状況で決定します。

9/4(日) 女子D、女子E 試合順

淡 VS 濃 ＴＯ 淡 VS 濃 ＴＯ
第１ 試合 9:00 みどりの VS 宮和田 松ヶ丘 取手⻄ 松ヶ丘 作岡 VS 桜・要 井野 ⼾頭 井野
第２ 試合 9:45 取手⻄ VS 松ヶ丘 みどりの みどりの 宮和田 ⼾頭 VS 久賀 作岡 作岡 桜・要
第３ 試合 10:30 みどりの VS 松ヶ丘 宮和田 宮和田 取手⻄ 井野 VS 桜・要 ⼾頭 ⼾頭 久賀
第４ 試合 11:15 宮和田 VS 取手⻄ みどりの みどりの 松ヶ丘 作岡 VS 久賀 桜・要 井野 桜・要

お昼
第５ 試合 13:00 宮和田 VS 松ヶ丘 取手⻄ みどりの 取手⻄ ⼾頭 VS 井野 久賀 作岡 久賀
第６ 試合 13:45 みどりの VS 取手⻄ 松ヶ丘 宮和田 松ヶ丘 桜・要 VS 久賀 井野 ⼾頭 井野
第７ 試合 14:30 宮和田 VS 井野 取手⻄ みどりの 取手⻄ ⼾頭 VS 作岡 桜・要 桜・要 久賀
※試合開始時間は目安です。 詳細は当日の指導者ミーティング、進行状況で決定します。

審判 審判

男子Ｄ 女子Ｃ
小張小学校（会場責任：小張） 取手東小学校（会場責任：吉田）

審判 審判

藤代スポーツセンター Ａコート（会場責任：取手市） 藤代スポーツセンター Ｂコート（会場責任：取手市）
女子Ｄ 女子Ｅ

2022/8/21


