
札内東 芽室 足寄 第五 札内 忠類 鹿追 芽室西 南町 下音更 音更 緑南 緑園 第二・八 豊頃 更別
北 庶路白糠 景雲 幣舞 鳥取西 鳥取 別保 遠矢 春採 大楽毛 青陵 富原 美原

苫小牧 伊達

９：４０～ 足寄 北 第五 景雲 ９：４０～ 鹿追 鳥取西 芽室西 鳥取 ９：４０～ 下音更 春採 緑南 大楽毛 ９：４０～ 更別 美原 第二・八 苫小牧
１０：００～ 札内東 庶路白糠 芽室 幣舞 １０：００～ 札内 別保 忠類 遠矢 １０：００～ 南町 春採 音更 青陵 １０：００～ 緑園 富原 豊頃 伊達
１０：２０～ 足寄 景雲 第五 北 １０：２０～ 鹿追 鳥取 芽室西 鳥取西 １０：２０～ 下音更 大楽毛 緑南 青陵 １０：２０～ 更別 苫小牧 第二・八 美原
１０：４０～ 札内東 幣舞 芽室 庶路白糠 １０：４０～ 札内 遠矢 忠類 別保 １０：４０～ 南町 大楽毛 音更 春採 １０：４０～ 緑園 伊達 豊頃 富原
１１：００～ 札内東 北 芽室 景雲 １１：００～ 札内 鳥取西 忠類 鳥取 １１：００～ 下音更 青陵 緑南 春採 １１：００～ 更別 富原 第二・八 伊達
１１：２０～ 足寄 庶路白糠 第五 幣舞 １１：２０～ 鹿追 別保 芽室西 遠矢 １１：２０～ 南町 青陵 音更 大楽毛 １１：２０～ 緑園 美原 豊頃 苫小牧
１１：４０～ 札内東 景雲 芽室 北 １１：４０～ 札内 鳥取 忠類 鳥取西 １１：４０～ 下音更 春採 緑南 大楽毛 １１：４０～ 更別 伊達 第二・八 富原
１２：００～ 足寄 幣舞 第五 庶路白糠 １２：００～ 鹿追 遠矢 芽室西 別保

１２：５０～ 札内東 北 芽室 景雲 １２：５０～ 札内 鳥取西 忠類 鳥取 １２：５０～ 南商A 苫小牧 音更 美原 豊頃 青陵
１３：１０～ 足寄 庶路白糠 第五 幣舞 １３：１０～ 鹿追 別保 芽室西 遠矢 １３：１０～ 南商A 春採 南商Ｂ 大楽毛 伊達 富原 南町 豊頃
１３：３０～ 札内東 景雲 芽室 北 １３：３０～ 札内 鳥取 忠類 鳥取西 １３：３０～ 南商B 音更 苫小牧 青陵 南町 美原 音更
１３：５０～ 足寄 幣舞 第五 庶路白糠 １３：５０～ 鹿追 遠矢 芽室西 別保 １３：５０～ 南商A 富原 伊達 大楽毛 豊頃 春採 春採４ 大楽毛４
１４：１０～ 足寄 北 第五 景雲 １４：１０～ 鹿追 鳥取西 芽室西 鳥取 １４：１０～ 南商A 南町 南商Ｂ 青陵 苫小牧 美原 富原１ 美原１
１４：３０～ 札内東 庶路白糠 芽室 幣舞 １４：３０～ 札内 別保 忠類 遠矢 １４：３０～ 南商B 伊達 豊頃 大楽毛 音更 富原 青陵３
１４：５０～ 足寄 景雲 第五 北 １４：５０～ 鹿追 鳥取 芽室西 鳥取西 １４：５０～ 南商A 美原 南町 青陵 苫小牧 春採 室蘭 苫小牧
１５：１０～ 札内東 幣舞 芽室 庶路白糠 １５：１０～ 札内 遠矢 忠類 別保 １５：１０～ 南商B 豊頃 南商Ａ 大楽毛 苫小牧 富原 南商Ａ 南商Ｂ
１５：３０～ 札内東 北 芽室 景雲 １５：３０～ 札内 鳥取西 忠類 鳥取 １５：３０～ 南商B 美原 音更 青陵 伊達 春採
１５：３０～ 足寄 庶路白糠 第五 幣舞 １５：３０～ 鹿追 別保 芽室西 遠矢 １５：３０～ 南商A 豊頃 南町 富原 苫小牧 大楽毛
１５：５０～ 札内東 景雲 芽室 北 １５：５０～ 札内 鳥取 忠類 鳥取西 １５：５０～ 南商B 春採 南商Ａ 青陵 伊達 美原
１６：１０～ 足寄 幣舞 第五 庶路白糠 １６：１０～ 鹿追 遠矢 芽室西 別保 １６：１０～ 南商B 富原 音更 美原 南町 伊達

忠類 鹿追 豊頃 緑園 第二・八 下音更 緑園 第二・八 札内
南町 芽室西 札内東 鳥取西 鳥取 景雲

富原 別保 遠矢 美原 青陵 幣舞 春採 大楽毛 鳥取西 鳥取 景雲 北 庶路白糠 北 庶路白糠
伊達 苫小牧 南商Ａ 南商Ｂ 伊達 苫小牧

９：００～ 富原 音更 遠矢 芽室 ９：００～ 青陵 第五 春採 更別 ９：００～ 南商A 景雲 緑園 北 下音更 苫小牧
９：２０～ 別保 忠類 美原 緑南 ９：２０～ 幣舞 豊頃 大楽毛 鹿追 ９：２０～ 南商A 鳥取 南商B 第二・第八 伊達 鳥取西
９：４０～ 富原 芽室 遠矢 音更 ９：４０～ 青陵 更別 春採 第五 ９：４０～ 南商B 鳥取西 緑園 庶路白糠 下音更 伊達

１０：００～ 別保 緑南 美原 忠類 １０：００～ 幣舞 鹿追 大楽毛 豊頃 １０：００～ 南商A 景雲 第二・第八 北 苫小牧 鳥取
１０：２０～ 富原 忠類 遠矢 緑南 １０：２０～ 青陵 豊頃 春採 鹿追 １０：２０～ 南商A 鳥取 南商B 緑園 下音更 鳥取西
１０：４０～ 別保 音更 美原 芽室 １０：４０～ 幣舞 第五 大楽毛 更別 １０：４０～ 南商B 北 第二・第八 庶路白糠 伊達 景雲
１１：００～ 富原 緑南 遠矢 忠類 １１：００～ 青陵 鹿追 春採 豊頃 １１：００～ 南商A 庶路白糠 苫小牧 緑園 下音更 鳥取
１１：２０～ 別保 芽室 美原 音更 １１：２０～ 幣舞 更別 大楽毛 第五 １１：２０～ 南商B 鳥取西 伊達 第二・第八 苫小牧 景雲
１１：４０～ 富原 忠類 遠矢 緑南 １１：４０～ 青陵 鹿追 春採 豊頃 １１：４０～ 南商A 北 南商B 伊達 下音更 庶路白糠
１２：００～ 富原 南町 遠矢 忠類 １２：００～ 青陵 芽室西 春採 札内東 １２：００～ 南商A 苫小牧 南商B 庶路白糠 下音更 北
１２：２０～ 別保 音更 美原 芽室 １２：２０～ 幣舞 第五 大楽毛 更別 １２：２０～ 南商A 伊達 南商B 苫小牧 緑園 鳥取西 札内 景雲
１２：４０～ 別保 南町 美原 緑南 １２：４０～ 幣舞 芽室西 大楽毛 札内東 １２：４０～ 第二・第八 鳥取西 緑園 鳥取
１３：００～ 富原 音更 遠矢 芽室 １３：００～ 青陵 第五 春採 更別 １３：００～ 第二・第八 景雲 札内 鳥取
１３：２０～ 別保 緑南 美原 南町 １３：２０～ 幣舞 札内東 大楽毛 芽室西 １３：２０～ 伊達 庶路白糠 苫小牧 北
１３：４０～ 富原 芽室 遠矢 音更 １３：４０～ 青陵 更別 春採 第五 １３：４０～ 緑園 景雲 札内 鳥取西
１４：００～ 別保 芽室 美原 音更 １４：００～ 幣舞 札内東 大楽毛 芽室西 １４：００～ 第二・第八 鳥取 伊達 北
１４：２０～ 富原 緑南 遠矢 南町 １４：２０～ 青陵 札内東 春採 芽室西 １４：２０～ 苫小牧 鳥取西 札内 庶路白糠
１４：４０～ 別保 音更 美原 南町 １４：４０～ 幣舞 更別 大楽毛 第五 １４：４０～ 緑園 鳥取 第二・第八 景雲

緑園会場→

１１：４０～緑園移動
緑園、第二・第八、
鳥取西、鳥取・景雲

↓↓

平成２９年度　第２３回　十勝釧路定期戦　各会場対戦表（４月２９日）

平成２９年度　第２３回　十勝釧路定期戦　各会場対戦表（４月３０日）

南商（午後のみ）

Cコート Dコート

１２：４０～緑園移動　　　　　　→
伊達・苫小牧・庶路白糠・北　　　→

Aコート Bコート Aコート Bコート

南商（午前のみ）

Aコート Bコート

札内東

Aコート Bコート

札内

Aコート Bコート

Aコート Bコート Cコート

南町（午前のみ）

Aコート Bコート

緑園（午前のみ）

Aコート Bコート

緑園（午後のみ）音更

音更 芽室 緑南

第五

第五 更別


	組み合わせ

