
審判 審判 審判 審判 審判

第１セット 港　北 14‐21 協　和 大　曲 山　瀬 21‐17 新　山 仙　北 大　森 21‐ 7 中　仙 白　神 協和Ｂ 19‐21 仙北Ｂ 大曲男 大森Ｂ 10‐21 山瀬白神 大曲Ｂ

第２セット 港　北  8‐21 大　曲 協　和 山　瀬 12‐21 仙　北 新　山 中　仙 15‐21 白　神 大　森 協和Ｂ 22‐24 大曲男 仙北Ｂ 大森Ｂ 12‐21 大曲Ｂ 山瀬白神

第３セット 協　和 21‐14 大　曲 港　北 新　山 14‐21 仙　北 山　瀬 大　森 21‐17 白　神 中　仙 仙北Ｂ 16‐21 大曲男 協和Ｂ 山瀬白神 20‐22 大曲Ｂ 大森Ｂ

第４セット 港　北 16‐21 山　瀬 大　曲 協　和 21‐18 新　山 仙　北 大　森 21‐15 中　仙 白　神 協和Ｂ 21‐14 大森Ｂ 大曲男 仙北Ｂ 21‐15 山瀬白神 大曲Ｂ

第５セット 港　北 21‐18 仙　北 協　和 大　曲 21‐14 山　瀬 新　山 協和Ｂ 21‐ 4 大曲Ｂ 仙北Ｂ 大曲男 21‐ 2 大森Ｂ 山瀬白神

第６セット 協　和 21‐16 仙　北 港　北 大　曲 21‐16 新　山 山　瀬 仙北Ｂ 21‐18 大曲Ｂ 協和Ｂ 大曲男 21‐ 1 山瀬白神 大森Ｂ

第７ｾｯﾄ 港　北 21‐ 9 新　山 大　曲 協　和 21‐10 山　瀬 仙　北

第８ｾｯﾄ 港　北 21‐19 大　森 協　和 中　仙 10‐21 大　曲 白　神 山　瀬 19‐21 新　山 仙　北 協和Ｂ 21‐15 山瀬白神 大曲男 仙北Ｂ 21‐10 大森Ｂ 大曲Ｂ

第９ｾｯﾄ 港　北 12‐21 協　和 大　森 中　仙 21‐15 白　神 大　曲 新　山 18‐21 仙　北 山　瀬 協和Ｂ 18‐21 大森Ｂ 仙北Ｂ 大曲男 21‐ 8 大曲Ｂ 山瀬白神

第１０ｾｯﾄ 大　森 21‐23 協　和 港　北 大　曲 21‐ 6 白　神 山　瀬 山　瀬 21‐12 仙　北 新　山 仙北Ｂ 21‐18 大曲Ｂ 協和Ｂ 大曲男 21‐10 山瀬白神 大森Ｂ

第１１ｾｯﾄ 港　北 21‐ 9 中　仙 協　和 大　森  8‐21 大　曲 白　神 山　瀬 21‐10 新　山 仙　北 協和Ｂ  9‐21 仙北Ｂ 大曲Ｂ 大森Ｂ 10‐21 山瀬白神 大曲男

第１２ｾｯﾄ 港　北 21‐10 白　神 大　森 協　和 21‐ 5 中　仙 大　曲 新　山 11‐21 仙　北 山　瀬 協和Ｂ 16‐21 大曲Ｂ 仙北Ｂ 大曲男 21‐ 9 大森Ｂ 山瀬白神

第１３ｾｯﾄ 大　森 21‐6 白　神 港　北 協　和 17‐21 大　曲 中　仙 山　瀬 21‐23 仙　北 新　山 仙北Ｂ 21‐12 山瀬白神 協和Ｂ 大曲男 21‐17 大曲Ｂ 大森Ｂ

第１４ｾｯﾄ 港　北  8‐21 大　曲 協　和 大　森 21‐15 中　仙 白　神 山　瀬 21‐16 新　山 仙　北 大曲男 21‐ 8 山瀬白神 保護者 仙北Ｂ 21‐14 大森Ｂ 大曲Ｂ

第１５ｾｯﾄ 港　北 21‐ 8 中　仙 大　森 協　和 21‐10 白　神 大　曲 新　山 21‐19 仙　北 山　瀬 大曲男 21‐17 仙北Ｂ 山瀬白神 大森Ｂ 12‐21 大曲Ｂ 仙北Ｂ

第１６ｾｯﾄ 大　森 21‐15 白　神 港　北 協　和 15‐21 大　曲 中　仙 山　瀬 21‐7 仙　北 新　山

第１７ｾｯﾄ 港　北 26‐24 大　森 白　神 中　仙  4‐21 大　曲 協　和

第１８ｾｯﾄ 港　北 13‐21 白　神 大　森 協　和 21‐13 中　仙 大　曲

※感染対策をしっかりやりながら、頑張りましょう。特に、マスクについては、ゲーム中以外は着用をお願いします。また、指導者・保護者は必ず着用ください。

第７回サマーキャンプｉｎ田沢湖　　一日目　Ｒ４．７月２日(土)

　『会場：田沢湖スポーツセンター』

Ａコート（笛‐短） Ｂコート（笛‐長）

『会場：田沢市民体育館』※Ｂチーム戦

Ｄコート（笛‐短） Ｅコート（笛‐長）

昼休み（多少前後あり）　　全チームが「センター・食堂」で昼食後、「センター」と「交流Ｃ」に分かれて各々ゲーム。

昼休み（多少前後あり）　　　全チームが「センター・食堂」に帰り、昼食を
取ってから、再び「市民体」に戻ってゲーム。

ＰＭ４：３０を目途に終了してセン
ターに戻る

ＰＭ４：３０を目途に終了してセンターに戻る

セット途中でもＰＭ５：００をめどに終了し、初日終わりの会

『会場：田沢交流ｾﾝﾀｰ』

Ｃコート（笛‐ﾌﾘｰ）

全セットの途中でも11：30頃に終
了してｾﾝﾀｰへ移動して昼食



審判 審判 審判 審判 審判

第１セット 港　北 11‐21 白　神 新　山 山　瀬 21‐13 中　仙 大　森 協　和 21‐17 仙　北 大　曲 協和Ｂ 21‐11 仙北Ｂ 大曲男 山瀬白神  4‐21 大曲Ｂ 大曲Ｃ

第２セット 港　北 18‐21 新　山 白　神 山　瀬 21‐17 大　森 中　仙 仙　北 21‐11 大　曲 協　和 協和Ｂ 15‐21 大曲男 仙北Ｂ 山瀬白神 15‐21 大曲Ｃ 大曲Ｂ

第３セット 白　神 22‐20 新　山 港　北 中　仙 14‐21 大　森 山　瀬 協　和 13‐21 大　曲 仙　北 仙北Ｂ  8‐21 大曲男 協和Ｂ 大曲Ｂ 12‐21 大曲Ｃ 山瀬白神

第４セット 港　北 16‐21 山　瀬 新　山 白　神 18‐21 中　仙 大　森 協　和 21‐10 仙　北 大　曲 協和Ｂ 21‐11 山瀬白神 仙北Ｂ 仙北Ｂ 21‐15 大曲Ｂ 大曲Ｃ

第５セット 港　北 13‐21 大　森 白　神 新　山 12‐21 山　瀬 中　仙 仙　北 14‐21 大　曲 協　和 協和Ｂ 23‐21 大曲Ｃ 仙北Ｂ 大曲男 21‐12 山瀬白神 大曲Ｂ

第６セット 白　神 14‐21 大　森 港　北 新　山 21‐ 6 中　仙 山　瀬 協　和 15‐21 大　曲 仙　北 仙北Ｂ 21‐19 大曲Ｃ 協和Ｂ 大曲男 21‐15 大曲Ｂ 山瀬白神

第７ｾｯﾄ 港　北 21‐14 中　仙 新　山 白　神  7‐21 山　瀬 大　森 協　和 21‐16 仙　北 大　曲 協和Ｂ 21‐16 大曲Ｂ 大曲男 仙北Ｂ 21‐17 山瀬白神 大曲Ｃ

第8セット 港　北  9‐21 山　瀬 白　神 新　山 15‐21 大　森 中　仙

協和Ｂ 21‐17 山瀬白神 仙北Ｂ 大曲男 21‐7 大曲Ｃ 大曲Ｂ

仙北Ｂ  9‐21 大曲Ｃ 協和Ｂ 大曲男 21‐17 大曲Ｂ 山瀬白神

協和Ｂ 21‐16 仙北Ｂ 大曲Ｃ 山瀬白神 15‐21 大曲Ｂ 大曲男

協和Ｂ 26‐24 大曲Ｃ 仙北Ｂ 大曲男 25‐11 山瀬白神 大曲Ｂ

仙北Ｂ 21‐18 大曲Ｂ 協和Ｂ 大曲男 22‐20 大曲Ｃ 山瀬白神

協和Ｂ ‐ 大曲Ｂ 大曲男 仙北Ｂ ‐ 山瀬白神 大曲Ｃ

協和Ｂ ‐ 大曲男 大曲Ｂ 山瀬白神 ‐ 大曲Ｃ 仙北Ｂ

仙北Ｂ ‐ 大曲男 協和Ｂ 大曲Ｂ ‐ 大曲Ｃ 山瀬白神

第７回サマーキャンプｉｎ田沢湖　　二日目　Ｒ４．７月３日(日)

　『会場：田沢湖スポーツセンター』 『会場：田沢交流ｾﾝﾀｰ』 『会場：田沢市民体育館』※Ｂチーム戦

Ａコート（笛‐短） Ｂコート（笛‐長） Ｃコート（笛‐ﾌﾘｰ） Ｄコート（笛‐短） Ｅコート（笛‐長）

昼休み（多少前後あり）　　全チームが「センター・食堂」で昼食後、全チームが「センター」でのゲーム。

昼休み（多少前後あり）　　　全チームが「センター・食堂」に帰りで昼食を
取ってから、再び「市民体」に戻ってゲーム。

11：30頃に終了、ｾﾝﾀｰへ移動

ＰＭ３：0０を目途に終了して、コートを撤去・掃除をし、センターに
戻る。ラインテープはそのままに。

全チーム『会場：田沢湖スポーツセンター』※１ｾｯﾄ廻し、審判は同組空きﾁｰﾑで。

セット途中でもＰＭ３：３０をめどに終了し、終わりの会

協和 
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