
平成３０年度　佐渡中学校強化練習会 男子：金井中学校体育館

１２月１日（土）

外部審判 浅川 中川

ＴＯ 審判 ＴＯ

1 9:00 両津 19 － 20 中等 ＊当該 金井 佐和田 42 － 20 畑野 高橋 南佐渡

2 9:35 新穂 23 － 25 金井 増子 中等 相川 31 － 10 南佐渡 西澤 畑野

3 10:10 鳥屋野 24 － 14 中等 浅川 野口 両津 畑野 22 － 24 南佐渡 渡邉 佐和田

4 10:45 鳥屋野 29 － 20 両津 浅川 西澤 畑野 相川 42 － 19 金井 加藤 新穂

5 11:20 鳥屋野 39 － 16 佐和田 野口 石川 両津 畑野 30 － 21 新穂 増子 中等

6 11:55 南佐渡 14 － 22 中等 渡邉 相川 金井 2 － 42 両津 加藤 新穂

12:30

7 13:15 鳥屋野 40 － 19 畑野 浅川 増子 中等 新穂 15 － 41 相川 野口 両津

8 13:50 鳥屋野 22 － 25 相川 浅川 中川 金井 両津 26 － 22 佐和田 高橋 南佐渡

9 14:25 鳥屋野 33 － 7 南佐渡 浅川 中川 相川 中等 35 － 19 金井 渡邉 佐和田

10 15:00 両津 28 － 13 新穂 高橋 南佐渡 佐和田 29 － 34 相川 中川 金井

11 15:35 鳥屋野 21 － 10 新穂 増子 野口 中等 金井 16 － 38 畑野 渡邉 佐和田

12 16:10 鳥屋野 30 － 25 中等 浅川 野口 両津 佐和田 17 － 26 南佐渡 西澤 畑野

13 16:45 鳥屋野 50 － 9 金井 中川 渡邉 相川 畑野 20 － 32 中等 加藤 新穂

１２月２日（日） 外部審判 秋野

ＴＯ 審判 ＴＯ

1 8:30 鳥屋野 42 － 16 両津 高橋 西澤 南佐渡 中等 24 － 14 佐和田 秋野 金井

2 9:05 鳥屋野 42 － 5 相川 増子 野口 両津 畑野 23 － 27 金井 渡邉 佐和田

3 9:40 新穂 27 － 34 中等 米本 鳥屋野 南佐渡 31 － 29 佐和田 秋野 金井

4 10:15 鳥屋野 38 － 11 中等 加藤 渡邉 新穂 相川 32 － 19 金井 西澤 畑野

5 10:50 鳥屋野 22 － 22 佐和田 秋野 加藤 相川 畑野 14 － 23 両津 高橋 南佐渡

6 11:25 鳥屋野 43 － 17 新穂 増子 渡邉 中等 南佐渡 18 － 35 相川 野口 両津

7 12:00 新穂 11 － 24 畑野 渡邉 佐和田 両津 33 － 10 金井 秋野 相川

8 12:35 鳥屋野 28 － 30 畑野 加藤 秋野 新穂 中等 39 － 19 南佐渡 渡邉 金井

9 13:10 鳥屋野 45 － 10 両津 増子 加藤 中等 佐和田 22 － 23 金井 西澤 畑野

7分-1分-7分

7分-1分-7分

Ａコート（男子） 審判 Ｂコート（男子）

昼休憩

鳥屋野　両津　中等　佐和田　新穂　相川　畑野　金井　南佐渡

Ａコート（男子） 審判 Ｂコート（男子）



平成３０年度　佐渡中学校強化練習会 女子：両津中学校体育館

１２月１日（土）

外部審判 池田

ＴＯ 審判 ＴＯ

1 9:00 両津 21 － 16 佐渡３年 野尻 金井 中等 22 － 17 真野・南 木村 佐和田

2 9:35 両津 43 － 2 佐和田 濱辺 佐渡３年 中等 10 － 24 金井 ＊当該 真野・南

3 10:10 真野・南 25 － 12 佐和田 加賀 両津 佐渡３年 30 － 12 金井 梶原 中等

4 10:45 両津 22 － 13 真野・南 木村 佐和田 中等 24 － 25 佐渡３年 野尻 金井

5 11:20 両津 28 － 14 中等 ＊当該 真野・南 佐和田 14 － 25 金井 濱辺 佐渡３年

6 11:55 佐渡３年 65 － 8 佐和田 加賀 両津 金井 29 － 20 真野・南 梶原 中等

12:00

7 13:00 両津 28 － 34 佐渡３年 野尻 金井 中等 26 － 16 真野・南 木村 佐和田

8 13:40 両津 31 － 8 金井 濱辺 佐渡３年 中等 26 － 5 佐和田 池田 真野・南

9 14:20 真野・南 7 － 34 佐渡３年 加賀 両津 佐和田 12 － 30 金井 池田 中等

10 15:00 両津 36 － 16 真野・南 木村 佐和田 佐渡3年 36 － 38 佐渡３年 野尻 金井

11 15:40 両津 35 － 4 中等 池田 真野・南 佐和田 9 － 35 金井 濱辺 佐渡３年

１２月２日（日） 清心 外部審判 浅川 佐藤

ＴＯ 審判 ＴＯ

1 8:30 清心 16 － 23 両津 浅川 佐藤 南佐渡 金井 20 － 11 佐和田 梶原 中等

2 9:05 清心 41 － 3 中等 浅川 加賀 両津 金井 16 － 27 南佐渡 木村 佐和田

3 9:40 清心 58 － 3 佐和田 梶原 梶原 中等 両津 40 － 4 南佐渡 野尻 金井

4 10:15 清心 34 － 7 金井 浅川 木村 佐和田 両津 26 － 16 中等 佐藤 南佐渡

5 10:50 清心 41 － 19 南佐渡 浅川 野尻 金井 佐和田 8 － 51 中等 加賀 両津

6 11:25 南佐渡 23 － 21 金井 佐藤 清心 佐和田 7 － 44 両津 梶原 中等

7 12:00 南佐渡 13 － 28 中等 佐藤 清心 金井 13 － 45 両津 木村 佐和田

8 12:35 清心 27 － 15 両津 浅川 南佐渡 佐和田 12 － 34 中等 野尻 金井

9 13:10 清心 21 － 16 両津 浅川 両津 －

48 31

7分-1分-7分

Ｃコート（女子） 審判 Ｄコート（女子）

佐渡３年　両津　真野・南佐渡　中等　金井　佐和田　

昼休憩

7分-1分-7分

Ｃコート（女子） 審判 Ｄコート（女子）


