
資料１：黄色部分が新たに追加されています。

グループ チーム名 都道府県 平均年齢 時間 審判

男Ⅱ HC群馬サファリ 群馬県 45.6 14:00 女① NEWフェイス 梅の家 M.L.N沖縄

男Ⅱ IMPAL with T 大阪府 44.5 14:40 女② Gabbiano 徳山クラブ NEWフェイス

男Ⅱ オールドフェイス 東京都 52.3 15:20 女③ M.L.N沖縄 NEWフェイス Gabbiano

男Ⅱ 蔵前如水会 東京都 45.8 16:00 女④ 梅の家 Gabbiano 徳山クラブ

男Ⅱ Kioi Club Rev 東京都 41.8 16:40 女⑤ 徳山クラブ M.L.N沖縄 梅の家

男Ⅱ 白石クラブマスターズ 佐賀県 44.6 17:20 女⑥ NEWフェイス Gabbiano M.L.N沖縄

男Ⅱ 湘南シーガルズ 神奈川県 45.0

男Ⅱ 神楽坂メディオ 東京都 44.6

男Ⅱ 拝島ブルーウッドＡ 東京都 50.1 時間 審判 審判

男Ⅱ 拝島ブルーウッドB 東京都 51.9 9:00 女⑦ 梅の家 徳山クラブ NEWフェイス 女⑧ Gabbiano M.L.N沖縄 蔵前

男Ⅱ 大阪３３０HC 大阪府 44.8 9:40 男① IMPAL Kioi Club 白石クラブ 男② 神楽坂メディオ G・G北海道 拝島B

男Ⅱ 46G会 埼玉県 49.1 10:20 男③ 蔵前如水会 白石クラブ 男①敗者 男④ 拝島B 小松 男②敗者

男Ⅱ G・G北海道 北海道 45.9 11:00 女⑨ NEWフェイス 徳山クラブ Gabbiano 女⑩ 梅の家 M.L.N沖縄 男③敗者

男Ⅱ 徳治郎OB 埼玉県 48.6 11:40

男Ⅱ ＧＨＢＰ　ＡＲＥＳ 神奈川県 45.0 12:00 男⑤ 男①敗者 男②敗者 男①勝者 男⑥ 男③敗者 男④敗者 男②勝者

男Ⅱ 小松オールウェイズ 石川県 45.0 12:40 男⑦ 男①勝者 男②勝者 男④敗者 男⑧ 男③勝者 男④勝者 男⑤敗者

13:20 男⑨ 男⑤勝者 男⑥勝者 男⑥敗者 男⑩ ＧＨＢＰ　ＡＲＥＳ 46G会 男⑦勝者

14:00 男⑪ 湘南シーガルズ オールドフェイス 男⑧勝者 男⑫ HC群馬 徳治郎 男⑨勝者

グループ チーム名 都道府県 平均年齢 14:40 男⑬ 拝島Ａ 大阪３３０HC 男⑩勝者 男⑭ 男⑩敗者 男⑪敗者 男⑪勝者

女Ⅱ NEWフェイス 東京都 48.2 15:20 男⑮ 男⑫敗者 男⑬敗者 男⑫勝者 男⑯ 男⑩勝者 男⑪勝者 男⑬勝者

女Ⅱ 梅の家 東京都 36.3 16:00 男⑰ 男⑫勝者 男⑬勝者 男⑭敗者 男⑱ 男⑭勝者 男⑮勝者 男⑮敗者

女Ⅱ Gabbiano☆DX 神奈川県 40.1

女Ⅱ 徳山クラブ 山口県 43.4

女Ⅱ M.L.N沖縄 沖縄県 41.7 時間 審判 審判

9:00 ウ 男⑤敗者 男⑥敗者 都協会 エ 男⑭敗者 男⑮敗者 都協会

チーム数 9:40 男⑲ 男⑦勝者 男⑧勝者 都協会 男⑳ 男⑯勝者 男⑰勝者 都協会

16 10:20 ア 男⑦敗者 男⑧敗者 都協会 イ 男⑯敗者 男⑰敗者 都協会

5 11:00 オ 男⑲敗者 男⑳敗者 都協会 カ 男⑨敗者 男⑱敗者 都協会

21 11:40 決勝 男⑲勝者 男⑳勝者 都協会 男21 男⑨勝者 男⑱勝者 都協会

12:20 男子閉会式

順位決定型  合計

男　Ⅱ：順位決定型

女　Ⅱ：順位決定型

グループ

メインAコート

７人制  女子　順位決定型

７人制  男子　順位決定型

メインAコート メインBコート

メインBコート

女子閉会式

メインAコート

平成30年度　全日本マスターズ八王子大会　順位決定型　組合せ

8月１２日（土）　タイムテーブル

8月１３日（日）　タイムテーブル

8月１１日（金）　タイムテーブル
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