
第１節　４月３日　平田リバーサイド
役割

開始 終了 運営 レスター
① 8:30 9:15 レスター ー レガーレ サウス安井 養老Ks 競技 WEST
② 9:20 10:05 WEST ー サウス安井 レスター レガーレ 審判 ヴィオーラ
③ 10:10 10:55 レスター ー ヴィオーラ WEST サウス安井 対戦 レガーレ
④ 11:00 11:45 WEST ー 養老Ks レスター ヴィオーラ 報告 養老Ks
⑤ 11:50 12:35 レガーレ ー ヴィオーラ WEST 養老Ks 書類 サウス安井
⑥ 12:40 13:25 サウス安井 ー 養老Ks レガーレ ヴィオーラ

役割
① 8:30 9:15 ブラバ ー 大垣小野 大垣北 中川 運営 大垣北
② 9:20 10:05 大垣北 ー 神戸 ブラバ 小野 競技 ブラバ
③ 10:10 10:55 ブラバ ー 大垣中川 大垣北 神戸 審判 神戸
④ 11:15 12:00 大垣小野 ー 大垣中川 ブラバ 神戸 対戦 小野

報告 中川

第２節　４月１７日　平田リバーサイド
役割

開始 終了 運営 ブラバ
① 8:30 9:15 レスター ー ブラバ サウス安井 神戸 競技 レスター
② 9:20 10:05 レガーレ ー サウス安井 レスター ブラバ 審判 大垣北
③ 10:10 10:55 レスター ー 大垣北 レガーレ サウス安井 対戦 レガーレ
④ 11:00 11:45 レガーレ ー 神戸 レスター 大垣北 報告 神戸
⑤ 11:50 12:35 ブラバ ー 大垣北 レガーレ 神戸 書類 サウス安井
⑥ 12:40 13:25 サウス安井 ー 神戸 ブラバ 大垣北

役割
① 8:30 9:15 大垣中川 ー 養老Ks ヴィオーラ 小野 運営 養老Ks
② 9:20 10:05 WEST ー 大垣小野 中川 養老Ks 競技 小野
③ 10:10 10:55 ヴィオーラ ー 大垣中川 WEST 小野 審判 WEST
④ 11:15 12:00 養老Ks ー ヴィオーラ 中川 WEST 対戦 中川

報告 ヴィオーラ

北面

西濃U-12リーグ　Aブロック

北面
Left　　　　　　　対戦相手　　　　　　　Right 審判

南面

Left　　　　　　　対戦相手　　　　　　　Right 審判

南面



第３節　４月２４日　平田リバーサイド
役割

開始 終了 運営 WEST
① 8:30 9:15 レスター ー WEST 小野 大垣北 競技 中川
② 9:20 10:05 レガーレ ー 大垣小野 レスター WEST 審判 レガーレ
③ 10:10 10:55 レスター ー 大垣中川 レガーレ 小野 対戦 大垣北
④ 11:00 11:45 レガーレ ー 大垣北 レスター 中川 報告 大垣北
⑤ 11:50 12:35 WEST ー 大垣中川 レガーレ 大垣北 書類 小野
⑥ 12:40 13:25 大垣小野 ー 大垣北 WEST 中川

役割
① 8:30 9:15 養老Ks ー 神戸 ブラバ サウス安井 運営 サウス安井
② 9:20 10:05 ヴィオーラ ー サウス安井 養老Ks 神戸 競技 神戸
③ 10:10 10:55 ブラバ ー 神戸 ヴィオーラ サウス安井 審判 ヴィオーラ
④ 11:15 12:00 ブラバ ー 養老Ks ヴィオーラ 神戸 対戦 ブラバ

報告 養老Ks

第４節　５月３日　平田リバーサイド
役割

開始 終了 運営 レガーレ
① 8:30 9:15 レスター ー サウス安井 WEST ブラバ 競技 サウス安井
② 9:20 10:05 レガーレ ー WEST レスター サウス安井 審判 WEST
③ 10:10 10:55 レスター ー 大垣小野 レガーレ WEST 対戦 レスター
④ 11:00 11:45 レガーレ ー ブラバ レスター 小野 報告 ブラバ
⑤ 11:50 12:35 サウス安井 ー 大垣小野 レガーレ ブラバ 書類 WEST
⑥ 12:40 13:25 WEST ー ブラバ サウス安井 小野

役割
① 8:30 9:15 ヴィオーラ ー 大垣北 中川 養老Ks 運営 養老Ks
② 9:20 10:05 大垣中川 ー 神戸 ヴィオーラ 大垣北 競技 大垣北
③ 10:10 10:55 養老Ks ー 大垣北 中川 神戸 審判 中川
④ 11:15 12:00 ヴィオーラ ー 神戸 養老Ks 大垣北 対戦 ヴィオーラ

報告 神戸

南面

北面
Left　　　　　　　対戦相手　　　　　　　Right 審判

Left　　　　　　　対戦相手　　　　　　　Right 審判
北面

南面



第５節　６月２９日　平田リバーサイド
役割

開始 終了 運営 レスター
① 8:30 9:15 レスター ー 養老Ks ヴィオーラ ブラバ 競技 レガーレ
② 9:20 10:05 ヴィオーラ ー WEST レスター 養老Ks 審判 養老Ks
③ 10:10 10:55 レガーレ ー 養老Ks ヴィオーラ WEST 対戦 ヴィオーラ
④ 11:00 11:45 ヴィオーラ ー ブラバ レガーレ 養老Ks 報告 ブラバ

役割
① 8:30 9:15 サウス安井 ー 大垣北 WEST 神戸 運営 サウス安井
② 9:20 10:05 大垣小野 ー 神戸 サウス安井 大垣北 競技 大垣北
③ 10:10 10:55 大垣中川 ー 大垣北 小野 神戸 審判 中川
④ 11:00 11:45 WEST ー 神戸 中川 大垣北 対戦 小野

報告 神戸
書類 WEST

第６節　９月５日　平田リバーサイド
役割

開始 終了 運営 小野
① 8:30 9:15 ヴィオーラ ー 大垣小野 ブラバ 中川 競技 中川
② 9:20 10:05 サウス安井 ー ブラバ ヴィオーラ 小野 審判 ヴィオーラ
③ 10:10 10:55 レガーレ ー 大垣中川 養老Ks ブラバ 対戦 サウス安井
④ 11:00 11:45 養老Ks ー 大垣小野 レガーレ ヴィオーラ 報告 レスター
⑤ 11:50 12:35 サウス安井 ー 大垣中川 養老Ks 小野 書類 神戸
⑥ 13:30 14:15 レスター 神戸 サウス安井 中川

⑦ 14:20 15:05 WEST ー 大垣北 レスター 神戸

Left　　　　　　　対戦相手　　　　　　　Right 審判
北面

※残りチームはサポート

南面

北面
Left　　　　　　　対戦相手　　　　　　　Right 審判



第７節　１２月１２日　平田リバーサイド
役割

開始 終了 運営
① 8:30 9:15 ー 競技
② 9:20 10:05 ー 審判
③ 10:10 10:55 ー 対戦
④ 11:00 11:45 ー 報告
⑤ 11:50 12:35 ー 書類
⑥ 12:40 13:25 ー

役割
① 8:30 9:15 ー 運営
② 9:20 10:05 ー 競技
③ 10:10 10:55 ー 審判
④ 11:15 12:00 ー 対戦

報告

南面

北面
Left　　　　　　　対戦相手　　　　　　　Right 審判


