
1 部 チーム数入力 → 3 4 4 4 4 4 4 3 30

※不要なブロックは行ごと削除する 試合数自動計算 → 3 6 6 6 6 6 6 3 42

A ブロック 3 3 B ブロック 6 9

川嶋 BC千葉 吉永 ツイバド 若松 六小 堀口 浦安ｸﾗﾌﾞ 上田 ﾂｲﾊﾞﾄﾞ 野村 千葉県庁 小柳 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ

赤澤 中袖倶楽部 比留川 ツイバド 笹田 六小 試合数 累計 小川 浦安ｸﾗﾌﾞ 石橋 ﾂｲﾊﾞﾄﾞ 野村 千葉県庁 小柳 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ

川嶋 BC千葉 堀口 浦安ｸﾗﾌﾞ

赤澤 中袖倶楽部 試合数 累計 小川 浦安ｸﾗﾌﾞ

吉永 ツイバド 上田 ﾂｲﾊﾞﾄﾞ

比留川 ツイバド 試合数 累計 石橋 ﾂｲﾊﾞﾄﾞ

若松 六小 野村 千葉県庁

笹田 六小 試合数 累計 野村 千葉県庁

小柳 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ

試合数 累計 小柳 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ

C ブロック 6 15 D ブロック 6 21

高橋 行徳ｸﾗﾌﾞ 芳賀 BC千葉 田中 きんぷくまる 橋本 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 藤本 ﾁｰﾑやそ 長谷川 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 大木 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 北林 一般

阿蘇 勤労青少年 谷藤 習志野市 田中 きんぷくまる 小倉 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 金森 ﾁｰﾑやそ 泉澤 浦安ｸﾗﾌﾞ 橋本 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 居田 一般

高橋 行徳ｸﾗﾌﾞ 藤本 ﾁｰﾑやそ

阿蘇 勤労青少年 金森 ﾁｰﾑやそ

芳賀 BC千葉 長谷川 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ

谷藤 習志野市 泉澤 浦安ｸﾗﾌﾞ

田中 きんぷくまる 大木 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ

田中 きんぷくまる 橋本 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ

橋本 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 北林 一般

小倉 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 居田 一般

E ブロック 6 27 F ブロック 6 33

福井 埼玉県 一戸 浦安ｸﾗﾌﾞ 村上 船橋市 加沢 しゅが～ず 藤崎 隼 平子 ｽﾅｲﾊﾟｰ 多田 ちば～ず 石井 習志野市

草薙 大阪府 石川 浦安ｸﾗﾌﾞ 大木 星組 杉本 しゅが～ず 椎名 隼 石川 ｽﾅｲﾊﾟｰ 宮澤 ちば～ず 糸井 星組

福井 埼玉県 藤崎 隼

草薙 大阪府 椎名 隼

一戸 浦安ｸﾗﾌﾞ 平子 ｽﾅｲﾊﾟｰ

石川 浦安ｸﾗﾌﾞ 石川 ｽﾅｲﾊﾟｰ

村上 船橋市 多田 ちば～ず

大木 星組 宮澤 ちば～ず

加沢 しゅが～ず 石井 習志野市

杉本 しゅが～ず 糸井 星組

G ブロック 6 39 H ブロック 3 42

石原 足立区 小坂部 六小 大河原 pickles 新井 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 加藤 地球防衛軍 斉藤 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 長戸 ﾅｶﾞﾄ巧芸

松澤 足立区 野元 六小 田制 the flog 泉澤 浦安ｸﾗﾌﾞ 樋口 地球防衛軍 大森 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 松澤 ﾅｶﾞﾄ巧芸 試合数 累計

石原 足立区 加藤 地球防衛軍

松澤 足立区 樋口 地球防衛軍 試合数 累計

小坂部 六小 斉藤 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ

野元 六小 大森 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 試合数 累計

大河原 pickles 長戸 ﾅｶﾞﾄ巧芸

田制 the flog 松澤 ﾅｶﾞﾄ巧芸 試合数 累計

新井 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ

泉澤 浦安ｸﾗﾌﾞ 試合数 累計
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2 部 チーム数入力 → 3 4 4 4 4 4 4 3 30

※不要なブロックは行ごと削除する 試合数自動計算 → 3 6 6 6 6 6 6 3 42

A ブロック 3 3 B ブロック 6 9

寺内 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 丹羽 東葛西 清水 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 中西 Haru's 林 team seven 澤田 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 室井 ﾍﾞｲｴﾘｱ

鈴木 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 鶴岡 東葛西 野田 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 試合数 累計 斎藤 Haru's 小川 team seven 久松 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 奈良 ﾍﾞｲｴﾘｱ

寺内 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 中西 Haru's

鈴木 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 試合数 累計 斎藤 Haru's

丹羽 東葛西 林 team seven

鶴岡 東葛西 試合数 累計 小川 team seven

清水 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 澤田 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ

野田 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 試合数 累計 久松 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ

室井 ﾍﾞｲｴﾘｱ

試合数 累計 奈良 ﾍﾞｲｴﾘｱ

C ブロック 6 15 D ブロック 6 21

袖山 pickles 清酒 浦安ｸﾗﾌﾞ 衣斐 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 高橋 千葉市 佐々木 はね馬 加藤 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 木下 一般 今井 浦安ｸﾗﾌﾞ

紀平 the flog 新村 浦安ｸﾗﾌﾞ 武田 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 大澤 千葉市 生島 はね馬 加賀田 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 花田 一般 今井 浦安ｸﾗﾌﾞ

袖山 pickles 佐々木 はね馬

紀平 the flog 生島 はね馬

清酒 浦安ｸﾗﾌﾞ 加藤 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ

新村 浦安ｸﾗﾌﾞ 加賀田 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ

衣斐 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 木下 一般

武田 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 花田 一般

高橋 千葉市 今井 浦安ｸﾗﾌﾞ

大澤 千葉市 今井 浦安ｸﾗﾌﾞ

E ブロック 6 27 F ブロック 6 33

本田 team seven 大井 追羽Q 近藤 東葛西 小野 ﾍﾞｲｴﾘｱ 竹前 浦安ｸﾗﾌﾞ 石川 しゅが～ず 江田 藤崎BOA 水島 市川市

兎澤 team seven 尾川 追羽Q 鈴木 東葛西 村岡 ｼｬﾄﾙ 犬飼 浦安ｸﾗﾌﾞ 梅田 しゅが～ず 江田 藤崎BOA 北川 市川市

本田 team seven 竹前 浦安ｸﾗﾌﾞ

兎澤 team seven 犬飼 浦安ｸﾗﾌﾞ

大井 追羽Q 石川 しゅが～ず

尾川 追羽Q 梅田 しゅが～ず

近藤 東葛西 江田 藤崎BOA

鈴木 東葛西 江田 藤崎BOA

小野 ﾍﾞｲｴﾘｱ 水島 市川市

村岡 ｼｬﾄﾙ 北川 市川市

G ブロック 6 39 H ブロック 3 42

船越 はね馬 斉藤 柏市 新村 浦安ｸﾗﾌﾞ 杉町 浦安ｸﾗﾌﾞ 佐藤 team seven 皿谷 浦安ｸﾗﾌﾞ 中野 ﾂｲﾊﾞﾄﾞ

尾藤 はね馬 高橋 江戸川区 明地 浦安ｸﾗﾌﾞ 沼田 市川市 辻 team seven 石川 浦安ｸﾗﾌﾞ 田中 ﾂｲﾊﾞﾄﾞ 試合数 累計

船越 はね馬 佐藤 team seven

尾藤 はね馬 辻 team seven 試合数 累計

斉藤 柏市 皿谷 浦安ｸﾗﾌﾞ

高橋 江戸川区 石川 浦安ｸﾗﾌﾞ 試合数 累計

新村 浦安ｸﾗﾌﾞ 中野 ﾂｲﾊﾞﾄﾞ

明地 浦安ｸﾗﾌﾞ 田中 ﾂｲﾊﾞﾄﾞ 試合数 累計

杉町 浦安ｸﾗﾌﾞ

沼田 市川市 試合数 累計
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3 部 チーム数入力 → 4 4 4 4 4 4 4 4 4

※不要なブロックは行ごと削除する 試合数自動計算 → 6 6 6 6 6 6 6 6 6

A ブロック 6 6 B ブロック 6

曽我 浦安ｸﾗﾌﾞ 青柳 CBC東京 小出 まんぼう 森園 池尻ｸﾗﾌﾞ 川崎 ﾍﾞｲｴﾘｱ 吉村 ﾍﾞｲｴﾘｱ 鈴木 あると 高塚 追羽Q

曽我 市川市 池西 CBC東京 真保 まんぼう 鈴木 池尻ｸﾗﾌﾞ 山崎 ﾍﾞｲｴﾘｱ 沼尾 ﾍﾞｲｴﾘｱ 安倍 あると 高橋 追羽Q

曽我 浦安ｸﾗﾌﾞ 川崎 ﾍﾞｲｴﾘｱ

曽我 市川市 山崎 ﾍﾞｲｴﾘｱ

青柳 CBC東京 吉村 ﾍﾞｲｴﾘｱ

池西 CBC東京 沼尾 ﾍﾞｲｴﾘｱ

小出 まんぼう 鈴木 あると

真保 まんぼう 安倍 あると

森園 池尻ｸﾗﾌﾞ 高塚 追羽Q

鈴木 池尻ｸﾗﾌﾞ 高橋 追羽Q

C ブロック 6 18 D ブロック 6 24

金本 ﾍﾞｲｴﾘｱ 高岩 ﾍﾞｲｴﾘｱ 江口 羽飛 稲垣 ｵｰﾙｼﾞｬ 渡辺 浦安ｸﾗﾌﾞ 藤田 ﾍﾞｲｴﾘｱ 新井 ﾂｲﾊﾞﾄﾞ 小笠原 東葛西

田所 一般 芹沢 ｼｬﾄﾙ 関根 羽飛 宮崎 ﾝﾊﾟｰｽﾞ 面 行徳ｸﾗﾌﾞ 石野 ｼｬﾄﾙ 廣野 ﾂｲﾊﾞﾄﾞ 片山 東葛西

金本 ﾍﾞｲｴﾘｱ 渡辺 浦安ｸﾗﾌﾞ

田所 一般 面 行徳ｸﾗﾌﾞ

高岩 ﾍﾞｲｴﾘｱ 藤田 ﾍﾞｲｴﾘｱ

芹沢 ｼｬﾄﾙ 石野 ｼｬﾄﾙ

江口 羽飛 新井 ﾂｲﾊﾞﾄﾞ

関根 羽飛 廣野 ﾂｲﾊﾞﾄﾞ

稲垣 ｵｰﾙｼﾞｬ 小笠原 東葛西

宮崎 ﾝﾊﾟｰｽﾞ 片山 東葛西

E ブロック 6 30 F ブロック 6 36

田崎 ﾍﾞｲｴﾘｱ 三浦 一般 二畑 行徳ｸﾗﾌﾞ 植田 ﾉｯｸﾉｯｸ 石川 浦安ｸﾗﾌﾞ 草水 ﾋﾞｯｸﾞｲｰｸﾞﾙ 塩原 羽道 斎藤 南葛西BC

斉木 ﾍﾞｲｴﾘｱ 黒澤 一般 柳 行徳ｸﾗﾌﾞ 高橋 ﾉｯｸﾉｯｸ 阿部 ﾍﾞｲｴﾘｱ 遠井 ﾋﾞｯｸﾞｲｰｸﾞﾙ 小田切 羽道 山之内 南葛西BC

田崎 ﾍﾞｲｴﾘｱ 石川 浦安ｸﾗﾌﾞ

斉木 ﾍﾞｲｴﾘｱ 阿部 ﾍﾞｲｴﾘｱ

三浦 一般 草水 ﾋﾞｯｸﾞｲｰｸﾞﾙ

黒澤 一般 遠井 ﾋﾞｯｸﾞｲｰｸﾞﾙ

二畑 行徳ｸﾗﾌﾞ 塩原 羽道

柳 行徳ｸﾗﾌﾞ 小田切 羽道

植田 ﾉｯｸﾉｯｸ 斎藤 南葛西BC

高橋 ﾉｯｸﾉｯｸ 山之内 南葛西BC

G ブロック 6 42 H ブロック 6 48

枝波 ﾍﾞｲｴﾘｱ 藤田 はね馬 川島 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 横井 ALPHA 金子 ﾍﾞｲｴﾘｱ 前田 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 今田 行徳ｸﾗﾌﾞ 小沢 ﾋﾞｯｸﾞｲｰｸﾞﾙ

高田 ﾍﾞｲｴﾘｱ 佐藤 はね馬 常守 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 岩瀬 ALPHA 新井 ﾌﾚﾝｽﾞ 吉原 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 相川 行徳ｸﾗﾌﾞ 小沢 ﾋﾞｯｸﾞｲｰｸﾞﾙ

枝波 ﾍﾞｲｴﾘｱ 金子 ﾍﾞｲｴﾘｱ

高田 ﾍﾞｲｴﾘｱ 新井 ﾌﾚﾝｽﾞ

藤田 はね馬 前田 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ

佐藤 はね馬 吉原 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ

川島 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 今田 行徳ｸﾗﾌﾞ

常守 ﾗｲﾝﾄﾚｰｻｰ 相川 行徳ｸﾗﾌﾞ

横井 ALPHA 小沢 ﾋﾞｯｸﾞｲｰｸﾞﾙ

岩瀬 ALPHA 小沢 ﾋﾞｯｸﾞｲｰｸﾞﾙ
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I ブロック 6 54 J ブロック 6 60

山中 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 高田 ﾍﾞｲｴﾘｱ 岩瀬 一般 山口 ALPHA 石田 入船 中川 ﾍﾞｲｴﾘｱ 篠田 はね馬 関根 HSBC

山中 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 岩島 ﾍﾞｲｴﾘｱ 北浦 一般 小野寺 ALPHA 田山 ﾌﾚﾝｽﾞ 森田 ﾍﾞｲｴﾘｱ 樋口 はね馬 鈴木 HSBC

山中 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 石田 入船

山中 ｽﾘｰｾﾌﾞﾝ 田山 ﾌﾚﾝｽﾞ

高田 ﾍﾞｲｴﾘｱ 中川 ﾍﾞｲｴﾘｱ

岩島 ﾍﾞｲｴﾘｱ 森田 ﾍﾞｲｴﾘｱ

岩瀬 一般 篠田 はね馬

北浦 一般 樋口 はね馬

山口 ALPHA 関根 HSBC

小野寺 ALPHA 鈴木 HSBC

K ブロック 6 66 L ブロック 6 72

朝倉 浦安ｸﾗﾌﾞ 平林 一般 中山 あると 三橋 ﾉｯｸﾉｯｸ 木村 ﾍﾞｲｴﾘｱ 熊谷 ﾍﾞｲｴﾘｱ 佐々木 池尻ｸﾗﾌﾞ 宮野 ﾋﾞｯｸﾞｲｰｸﾞﾙ

久保田 浦安ｸﾗﾌﾞ 宮川 一般 和泉 あると 坂本 ﾉｯｸﾉｯｸ 中川 ﾍﾞｲｴﾘｱ 米田 ﾍﾞｲｴﾘｱ 大越 池尻ｸﾗﾌﾞ 光中 ﾋﾞｯｸﾞｲｰｸﾞﾙ

朝倉 浦安ｸﾗﾌﾞ 木村 ﾍﾞｲｴﾘｱ

久保田 浦安ｸﾗﾌﾞ 中川 ﾍﾞｲｴﾘｱ

平林 一般 熊谷 ﾍﾞｲｴﾘｱ

宮川 一般 米田 ﾍﾞｲｴﾘｱ

中山 あると 佐々木 池尻ｸﾗﾌﾞ

和泉 あると 大越 池尻ｸﾗﾌﾞ

三橋 ﾉｯｸﾉｯｸ 宮野 ﾋﾞｯｸﾞｲｰｸﾞﾙ

坂本 ﾉｯｸﾉｯｸ 光中 ﾋﾞｯｸﾞｲｰｸﾞﾙ

M ブロック 6 78 N ブロック 6 84
山之内 ﾍﾞｲｴﾘｱ 吉岡 ﾍﾞｲｴﾘｱ 日下部 はね馬 田中 羽飛 一戸 一般 山崎 ﾍﾞｲｴﾘｱ 岩崎 ﾍﾟﾝｷﾞﾝ村 横須賀 ALPHA

山之内 ﾍﾞｲｴﾘｱ 松崎 一般 佐渡 はね馬 外口 羽飛 菅谷 すかい 尾畑 ﾍﾞｲｴﾘｱ 鈴木 ﾍﾟﾝｷﾞﾝ村 村瀬 ALPHA

山之内 ﾍﾞｲｴﾘｱ 一戸 一般

山之内 ﾍﾞｲｴﾘｱ 菅谷 すかい

吉岡 ﾍﾞｲｴﾘｱ 山崎 ﾍﾞｲｴﾘｱ

松崎 一般 尾畑 ﾍﾞｲｴﾘｱ

日下部 はね馬 岩崎 ﾍﾟﾝｷﾞﾝ村

佐渡 はね馬 鈴木 ﾍﾟﾝｷﾞﾝ村

田中 羽飛 横須賀 ALPHA

外口 羽飛 村瀬 ALPHA

H

A 3- 88

I

3- 91 3- 93

B J

3- 85 3- 89

C K

3- 95 3- 96

3 - 97

D L

3- 86 3- 90

E M

3- 92 3- 94

F

3- 87 N

G

3- 28

84 3- 56

3- 26

83

3- 82 3- 54 3-

3- 27 3- 55 3-3- 25 3- 53 3- 81

3- 24

80 3- 52

3- 22

79

3- 78 3- 50 3-

3- 23 3- 51 3-3- 21 3- 49 3- 77

3- 20

76 3- 48

3- 18

75

3- 74 3- 46 3-

3- 19 3- 47 3-3- 17 3- 45 3- 73



4 部 チーム数入力 → 4 4 4 4 0 0 0 0 16

※不要なブロックは行ごと削除する 試合数自動計算 → 6 6 6 6 0 0 0 0 24

※ブロック内の不要な枠は、値をクリアして枠線を消す 試合数 累計 試合数 累計

A ブロック 6 6 B ブロック 6 12

河合 見明川 山本 ﾍﾞｲｴﾘｱ 加我 一般 班石 入船 合田 ﾍﾞｲｴﾘｱ 小柳 入船 松浦 入船 中村 ﾍﾞｲｴﾘｱ

細田 見明川 山本 ﾍﾞｲｴﾘｱ 加我 一般 世良 入船 大久保 ﾍﾞｲｴﾘｱ 小柳 入船 野田 ﾌﾚﾝｽﾞ 中村 ﾍﾞｲｴﾘｱ

河合 見明川 合田 ﾍﾞｲｴﾘｱ

細田 見明川 大久保 ﾍﾞｲｴﾘｱ

山本 ﾍﾞｲｴﾘｱ 小柳 入船

山本 ﾍﾞｲｴﾘｱ 小柳 入船

加我 一般 松浦 入船

加我 一般 野田 ﾌﾚﾝｽﾞ

班石 入船 中村 ﾍﾞｲｴﾘｱ

世良 入船 中村 ﾍﾞｲｴﾘｱ

試合数 累計 試合数 累計

C ブロック 6 18 D ブロック 6 24

小幡 ﾍﾞｲｴﾘｱ 山田 見明川 有澤 入船 清水 ﾍﾞｲｴﾘｱ 三谷 ﾍﾞｲｴﾘｱ 戸田 入船 石井 ﾍﾞｲｴﾘｱ 坂上 入船

岩村 ﾍﾞｲｴﾘｱ 山田 見明川 西岡 入船 太田 ﾍﾞｲｴﾘｱ 相馬 ﾍﾞｲｴﾘｱ 清酒 見明川 中村 ﾍﾞｲｴﾘｱ 鈴木 ｼｬﾄﾙ

小幡 ﾍﾞｲｴﾘｱ 三谷 ﾍﾞｲｴﾘｱ

岩村 ﾍﾞｲｴﾘｱ 相馬 ﾍﾞｲｴﾘｱ

山田 見明川 戸田 入船

山田 見明川 清酒 見明川

有澤 入船 石井 ﾍﾞｲｴﾘｱ

西岡 入船 中村 ﾍﾞｲｴﾘｱ

清水 ﾍﾞｲｴﾘｱ 坂上 入船

太田 ﾍﾞｲｴﾘｱ 鈴木 ｼｬﾄﾙ

4- 31

4- 29 4- 30

4- 25 4- 26 4- 27 4- 28

A1 D2 B2 C1 B1 C2 A2 D1

4- 8

24 4- 16

4- 6

23

4- 22 4- 14 4-

4- 7 4- 15 4-4- 5 4- 13 4- 21

4- 4

20 4- 12

4- 2

19

4- 18 4- 10 4-

4- 3 4- 11 4-4- 1 4- 9 4- 17


