
淡 濃 審判・TO 淡 濃 審判・TO

第１試合 09:00 ～ 09:55 白樺学園高等学校 VS 北海高等学校 帯広北高等学校 VS 旭川龍谷高等学校

第２試合 10:00 ～ 10:55 帯広三条高等学校 VS 旭川実業高等学校 帯広大谷高等学校 VS 旭川龍谷高等学校

第３試合 11:00 ～ 11:55 帯広柏葉高等学校 VS 旭川実業高等学校 帯広北高等学校 VS 北海高等学校

第４試合 12:00 ～ 12:55 旭川龍谷高等学校 VS 札幌西高等学校 白樺学園高等学校 VS 札幌清田高等学校

第５試合 13:00 ～ 13:55 帯広大谷高等学校 VS 大麻高等学校 帯広三条高等学校 VS 恵庭南高等学校

第６試合 14:00 ～ 14:55 札幌清田高等学校 VS 海星学院高等学校 旭川龍谷高等学校 VS 帯広柏葉高等学校

第７試合 15:00 ～ 15:55 白樺学園高等学校 VS 大麻高等学校 旭川実業高等学校 VS 札幌西高等学校

第８試合 16:00 ～ 16:55 北海高等学校 VS 海星学院高等学校 帯広大谷高等学校 VS 恵庭南高等学校

第９試合 17:00 ～ 17:55 帯広三条高等学校 VS 札幌西高等学校 札幌清田高等学校 VS 旭川実業高等学校

第１０試合 18:00 ～ 18:55 帯広北高等学校 VS 恵庭南高等学校 海星学院高等学校 VS 大麻高等学校

平成３０年３月３０日（金）

試合会場 コートＡ コートＢ

ユニホーム（色）

※開場は7時半です。※試合時間は4クォーター制。クォータータイム1分。ハーフタイム5分。試合間は5分とします。

※第1アリーナ以外は立ち入り禁止です。アップは廊下で行ってください。ボールの使用は禁止です。ゴミは各チーム持ち帰りをお願いいたします。



淡 濃 審判・TO 淡 濃 審判・TO

第１試合 09:00 ～ 09:55 白樺学園高等学校 VS 恵庭南高等学校 帯広北高等学校 VS 海星学院高等学校

第２試合 10:00 ～ 10:55 旭川実業高等学校 VS 大麻高等学校 帯広大谷高等学校 VS 札幌西高等学校

第３試合 11:00 ～ 11:55 帯広三条高等学校 VS 札幌清田高等学校 北海高等学校 VS 旭川龍谷高等学校

第４試合 12:00 ～ 12:55 海星学院高等学校 VS 恵庭南高等学校 白樺学園高等学校 VS 札幌西高等学校

第５試合 13:00 ～ 13:55 旭川龍谷高等学校 VS 旭川実業高等学校 帯広大谷高等学校 VS 北海高等学校

第６試合 14:00 ～ 14:55 帯広三条高等学校 VS 大麻高等学校 帯広北高等学校 VS 札幌清田高等学校

第７試合 15:00 ～ 15:55 旭川実業高等学校 VS 恵庭南高等学校 海星学院高等学校 VS 札幌西高等学校

第８試合 16:00 ～ 16:55 白樺学園高等学校 VS 旭川龍谷高等学校 帯広大谷高等学校 VS 札幌清田高等学校

第９試合 17:00 ～ 17:55 帯広三条高等学校 VS 北海高等学校 帯広北高等学校 VS 大麻高等学校

※開場は7時半です。※試合時間は4クォーター制。クォータータイム1分。ハーフタイム5分。試合間は5分とします。

※第1アリーナ以外は立ち入り禁止です。アップは廊下で行ってください。ボールの使用は禁止です。ゴミは各チーム持ち帰りをお願いいたします。

※二日目に懇親会を行います。出欠確認は3月30日に取ります。よろしくお願いいたします。

ユニホーム（色）

試合会場

平成３０年３月３１日（土）

コートＡ コートＢ



淡 濃 審判・TO 淡 濃 審判・TO

第１試合 09:00 ～ 09:55 帯広三条高等学校 VS 旭川龍谷高等学校 旭川実業高等学校 VS 北海高等学校

第２試合 10:00 ～ 10:55 清水高等学校 VS 札幌西高等学校 大樹高等学校 VS 大麻高等学校

第３試合 11:00 ～ 11:55 白樺学園高等学校 VS 海星学院高等学校 札幌清田高等学校 VS 清水高等学校

第４試合 12:00 ～ 12:55 恵庭南高等学校 VS 旭川龍谷高等学校 大樹高等学校 VS 北海高等学校

第５試合 13:00 ～ 13:55 清水高等学校 VS 大麻高等学校 恵庭南高等学校 VS 帯広北高等学校

第６試合 14:00 ～ 14:55 白樺学園高等学校 VS 旭川実業高等学校 大樹高等学校 VS 札幌清田高等学校

第７試合 15:00 ～ 15:55 帯広北高等学校 VS 札幌西高等学校 帯広大谷高等学校 VS 海星学院高等学校

※開場は7時半です。※試合時間は4クォーター制。クォータータイム1分。ハーフタイム5分。試合間は5分とします。

平成３０年４月１日（日）

※第1アリーナ以外は立ち入り禁止です。アップは廊下で行ってください。ボールの使用は禁止です。ゴミは各チーム持ち帰りをお願いいたします。

試合会場 コートＡ

ユニホーム（色）

コートＢ


