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H25年度兵庫県クラブ選手権大会兼第62回神戸市総合体育大会
平成25年10月20日（日）・27日（日）　　神戸国際大学体育館・神戸市立中央体育館
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	日程及び組合せ


組合せ

				H25年度兵庫県クラブ選手権大会兼第62回神戸市総合体育大会 ネンド

				男子 ダンシ		（25-10-25)

								Flap Field				HC神戸 コウベ				スワロークラブ				KSV unison				西宮東’９４



				Flap Field								1				10				7				3



				HC神戸 コウベ												8				4				6



				スワロークラブ																2				5



				KSV unison																				9



				西宮東’９４





				女子 ジョシ		（25-10-25)

				チーム				Geｔ”ｓ				風見鶏 カザミドリ

				Geｔ”ｓ								<A>

				風見鶏 カザミドリ



				クラブ選手権リージョナルの部トーナメント センシュケン ブ												リージョナルの部 敗者順位決定戦 ブ ハイシャ ジュンイ ケッテイセン



				ユーカリクラブ
県民大会１位 ケンミン タイカイ イ												①の敗者 ハイシャ		⑦

								①

				SevenStars
県民大会６位 ケンミン タイカイ イ												②の敗者 ハイシャ				⑨
勝：５位
敗：６位 カ イ ハイ イ

										④

																③の敗者 ハイシャ		⑧
敗：７位 ハイ イ

				Ｂonbing

												⑥
勝：１位
敗：２位 カ イ ハイ イ				⑦の敗者 ハイシャ



				滝川タイガース
県民大会３位 タキガワ ケンミン タイカイ イ												④の敗者 ハイシャ		⑩
勝：３位
敗：４位 カ イ ハイ イ

								②

				ＴｅａｍＴ
県民大会４位 ケンミン タイカイ イ												⑤の敗者 ハイシャ

										⑤



				明石球友会
県民大会５位 アカシ キュウ ユウ カイ ケンミン タイカイ イ

								③

				ＰＡＮＤＥＭＩＣ
県民大会２位 ケンミン タイカイ イ







日程

				41567				Ａ登録：(25-10-25) トウロク

				神戸国際大学 コウベ コクサイ ダイガク

				時間 ジカン				組み合わせ ク ア												審判・オフィシャル シンパン

				10：00～11：00				1		KSV unison				VS		HC神戸 コウベ				スワロークラブ

				11：10～12：10				2		Flap Field				VS		西宮東’９４				HC神戸 コウベ

				12：20～13：20				3		KSV unison				VS		スワロークラブ				Flap Field

				13：30～14：30				4		HC神戸 コウベ				VS		西宮東’９４				KSV unison

				14：40～15：40				5		Flap Field				VS		スワロークラブ				西宮東’９４

				41574		Ａコート		リージョナル：(15-5-15)

				神戸中央体育館 コウベ チュウオウ タイイクカン

				時間 ジカン				組み合わせ ク ア												審判・オフィシャル シンパン

				10:00～10:35				①		ユーカリクラブ				VS		SevenStars				明石球友会 アカシ キュウ トモ カイ

				10:45～11:20				②		滝川タイガース タキガワ				VS		ＴｅａｍＴ				①の勝者 ショウシャ

				11:30～12:05				③		ＰＡＮＤＥＭＩＣ				VS		明石球友会 アカシ キュウ ユウ カイ				①の敗者 ハイシャ

				12:15～12:50				④		①の勝者 ショウシャ				VS		Ｂonbing				②の敗者 ハイシャ

				13:00～13:35				⑤		②の勝者 ショウシャ				VS		③の勝者 ショウシャ				④の敗者 ハイシャ

				１3:45～14:20				⑦		①の敗者 ハイシャ				VS		②の敗者 ハイシャ				④の勝者 ショウシャ

				14:30～15:05				⑩		④の敗者 ハイシャ				VS		⑤の敗者 ハイシャ				⑤の勝者 ショウ モノ

				１5:15～15:50				⑧		③の敗者 ハイシャ				VS		⑦の敗者 ハイシャ				⑩の敗者 ハイシャ

				16:00～16:35				⑥		④の勝者 ショウシャ				VS		⑤の勝者 ショウシャ				⑧の敗者 ハイシャ

				16:45～17:20				⑨		⑦の勝者 ショウシャ				VS		⑧の勝者 ショウシャ				⑥の敗者 ハイシャ

				41574		Ｂコート		Ａ登録：男女(25-10-25)　 トウロク オトコ オンナ

				神戸中央体育館 コウベ チュウオウ タイイクカン

				時間 ジカン				組み合わせ ク ア												審判・オフィシャル シンパン

				10：00～11：00				6		KSV unison				VS		西宮東’９４				スワロークラブ

				11：10～12：10				7		HC神戸 コウベ				VS		Flap Field				KSV unison

				12：20～13：20				Ａ		ＧＥＴ”Ｓ						風見鶏クラブ カザミドリ				本部 ホンブ

				13：30～14：30				8		西宮東’９４				VS		スワロークラブ				HC神戸 コウベ

				14：40～15：40				9		KSV unison				VS		Flap Field				西宮東クラブ ニシノミヤ ヒガシ

				15：50～16：50				10		HC神戸 コウベ				VS		スワロークラブ				Flap Field





日程及び組合せ

		H25年度兵庫県クラブ選手権大会兼第62回神戸市総合体育大会 ネンド

		平成25年10月20日（日）・27日（日）　　神戸国際大学体育館・神戸市立中央体育館

		男子 ダンシ		（25-10-25)
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		SevenStars
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								④

														③の敗者 ハイシャ		⑧
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		Ｂonbing

										⑥
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敗：２位 カ イ ハイ イ				⑦の敗者 ハイシャ



		滝川タイガース
県民大会３位 タキガワ ケンミン タイカイ イ												④の敗者 ハイシャ		⑩
勝：３位
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		ＴｅａｍＴ
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編集





結果

		平成25年度 県クラブ選手権大会・第62回神戸市総合体育大会

				平成25年10月20日（日）・27日（日）　　神戸国際大学体育館・神戸市立中央体育館 ヘイセイ ネン ガツ ニチ ニチ ニチ ニチ コウベ コクサイ ダイガク タイイクカン コウベシリツ チュウオウ タイイクカン

				10月20日(日) ガツ ニチ ニチ

				A登録の部 トウロク ブ

				1		西宮東’94 ニシノミヤ ヒガシ		0				-				0		スワロークラブ

												-

				2		HC神戸 コウベ		0				-				0		KSV　unison

												-

				3		スワロークラブ		0				-				0		HC神戸 コウベ

												-



				リージョナルの部

				あ		ユーカリクラブ		0				-				0		明石球友会 アカシ キュウ ユウ カイ

												-

				い		滝川タイガース タキガワ		0				-				0		チームT

												-

				う		ユーカリクラブ		0				-				0		パンデミック

												-

				え		滝川タイガース タキガワ		0				-				0		明石球友会 アカシ キュウ ユウ カイ

												-

				お		チームT		0				-				0		パンデミック

												-

				10月27日(日) ガツ ニチ ニチ

				A登録の部 トウロク ブ

				4		スワロークラブ		0				-				0		KSV　unison

												-

				5		西宮東’94 ニシノミヤ ヒガシ		0				-				0		HC神戸 コウベ

												-

				6		西宮東’94 ニシノミヤ ヒガシ		0				-				0		KSV　unison

												-

						優勝 ： 　準優勝 ： 　3位 ：  ユウショウ ジュンユウショウ イ



				リージョナルの部

				か		ユーカリクラブ		0				-				0		滝川タイガース タキガワ

												-

				き		明石球友会 アカシ キュウ ユウ カイ		0				-				0		パンデミック

												-

				く		ユーカリクラブ		0				-				0		チームT

												-

				け		滝川タイガース タキガワ		0				-				0		パンデミック

												-

				こ		明石球友会 アカシ キュウ ユウ カイ		0				-				0		チームT

												-

						優勝 ： 　準優勝 ： 　3位 ：  ユウショウ ジュンユウショウ イ
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