
11:00 カメリア vs ニュースタイル 11:00 グローバル vs フクオカーナ

12:10 BUDDY　２nd vs 川崎 ２nd 12:10 カメリア　２nd vs 小倉南　２nd

13:20 ＢＵＤＤＹ vs プレジャー 13:20 川崎 vs ブレイズ

14:30 グランロッサ vs 小倉南 14:30 ニュースタイル vs 西南

15:40 BUDDY　２nd vs カメリア　２nd 15:40 川崎　２nd vs 小倉南　２nd

16:50 ＢＵＤＤＹ vs 高川学園中 16:50 ブレイズ vs 筑後サザン

11:00 グランロッサ vs ひびき 11:00 小倉南 vs 西南

12:10 グランロッサ　２nd vs ひびき　２nd 12:10 ニュースタイル２nd vs 西南　２nd

13:20 高川学園中 vs 筑後サザン 13:20 カメリア vs グローバル

14:30 フクオカーナ vs ひびき 14:30 vs

15:40 ニュースタイル２nd vs ひびき　２nd 15:40 グランロッサ　２nd vs 西南　２nd

16:50 プレジャー vs 川崎 16:50 vs

11:00 BUDDY　２nd vs 小倉南　２nd 11:00 川崎　２nd vs カメリア　２nd

12:10 ＢＵＤＤＹ vs グランロッサ 12:10 ニュースタイル vs 高川学園中

13:20 川崎 vs 小倉南 13:20 ひびき vs カメリア

14:30 小倉南　２nd vs 西南　２nd 14:30 カメリア　２nd vs ニュースタイル２nd

15:40 西南 vs 川崎 15:40 筑後サザン vs グランロッサ

16:50 ニュースタイル vs グローバル 16:50 川崎　２nd vs ニュースタイル２nd

18:00 小倉南　２nd vs ひびき　２nd 18:00 カメリア　２nd vs 西南　２nd

11:00 ひびき　２nd vs 西南　２nd 11:00 グランロッサ　２nd vs ニュースタイル２nd

12:10 西南 vs ブレイズ 12:10 筑後サザン vs グローバル

13:20 vs 13:20 vs

14:30 川崎　２nd vs グランロッサ　２nd 14:30 BUDDY　２nd vs ひびき　２nd

15:40 高川学園中 vs ブレイズ 15:40 ＢＵＤＤＹ vs フクオカーナ

16:50 カメリア vs 小倉南 16:50 BUDDY　２nd vs グランロッサ　２nd

18:00 ひびき vs 筑後サザン 18:00 フクオカーナ vs 西南

11:00 川崎　２nd vs ひびき　２nd 11:00 カメリア　２nd vs グランロッサ　２nd

12:10 グローバル vs 高川学園中 12:10 グランロッサ vs ブレイズ

13:20 フクオカーナ vs ニュースタイル 13:20 小倉南 vs プレジャー

14:30 BUDDY　２nd vs ニュースタイル２nd 14:30 小倉南　２nd vs グランロッサ　２nd

15:40 グローバル vs ブレイズ 15:40 高川学園中 vs ひびき

16:50 ニュースタイル vs 川崎 16:50 グランロッサ vs プレジャー

11:00 ニュースタイル２nd vs 小倉南　２nd 11:00 vs

12:10 川崎 vs ひびき 12:10 ＢＵＤＤＹ vs カメリア

13:20 vs 13:20 vs

14:30 カメリア　２nd vs ひびき　２nd 14:30 vs

15:40 フクオカーナ vs カメリア 15:40 ＢＵＤＤＹ vs 小倉南

Aコート Bコート

Cコート 陸上競技場

１月１０日（日）タイムスケジュール
Aコート Bコート

Cコート 陸上競技場

１月１１日（月）タイムスケジュール

１月９日（土）タイムスケジュール
Aコート Bコート

Cコート 陸上競技場



16:50 vs 16:50 BUDDY　２nd vs 川崎　２nd


