
チーム名 チーム名 チーム名 チーム名 時刻

予選1 9:20 1 昭和キッズ vs スターファイヤー ブレスピインパクト vs 新庄ソルジャーズプチ 9:20

予選2 9:30 2 豊里スパークキッズ vs BRAVE SPIRITS つなみファイヤーズJr vs 新庄ソルジャーズリトル 9:30

予選3 9:40 3 宝塚スマイルキッズ vs 宮園こども会 菅原ドッジボールクラブ vs レッドファイヤー 9:40

予選4 9:50 4 阿武野エスフェラ vs 昭和キッズ 東淀川ボンバーズＪｒ vs 東淡路タートルキッズJr. 9:50

予選5 10:00 5 スターファイヤー vs 豊里スパークキッズ ブレスピインパクト vs つなみファイヤーズJr 10:00

予選6 10:10 6 BRAVE SPIRITS vs 宝塚スマイルキッズ 新庄ソルジャーズプチ vs 新庄ソルジャーズリトル 10:10

予選7 10:20 7 宮園こども会 vs 阿武野エスフェラ レッドファイヤー vs 東淀川ボンバーズＪｒ 10:20

予選8 10:30 8 昭和キッズ vs 豊里スパークキッズ 菅原ドッジボールクラブ vs 東淡路タートルキッズJr. 10:30

予選9 10:40 9 スターファイヤー vs BRAVE SPIRITS ブレスピインパクト vs 新庄ソルジャーズリトル 10:40

予選10 10:50 10 宝塚スマイルキッズ vs 阿武野エスフェラ つなみファイヤーズJr vs 新庄ソルジャーズプチ 10:50

予選11 11:00 11 昭和キッズ vs 宮園こども会 菅原ドッジボールクラブ vs 東淀川ボンバーズＪｒ 11:00

予選12 11:10 12 スターファイヤー vs 宝塚スマイルキッズ レッドファイヤー vs 東淡路タートルキッズJr. 11:10

予選13 11:20 13 豊里スパークキッズ vs 阿武野エスフェラ ブレスピインパクト vs 菅原ドッジボールクラブ 11:20

予選14 11:30 14 BRAVE SPIRITS vs 宮園こども会 新庄ソルジャーズリトル vs 東淀川ボンバーズＪｒ 11:30

予選15 11:40 15 つなみファイヤーズJr vs 東淡路タートルキッズJr. 新庄ソルジャーズプチ vs レッドファイヤー 11:40

予選16 11:50 16 ブレスピインパクト vs 東淀川ボンバーズＪｒ 新庄ソルジャーズリトル vs 菅原ドッジボールクラブ 11:50

予選17 12:00 17 レッドファイヤー vs つなみファイヤーズJr 新庄ソルジャーズプチ vs 東淡路タートルキッズJr. 12:00

予選18 12:40 18 宝塚スマイルキッズ vs 昭和キッズ 東淡路タートルキッズJr. vs ブレスピインパクト 12:40

予選19 12:50 19 阿武野エスフェラ vs スターファイヤー 新庄ソルジャーズリトル vs レッドファイヤー 12:50

予選20 13:00 20 豊里スパークキッズ vs 宮園こども会 新庄ソルジャーズプチ vs 菅原ドッジボールクラブ 13:00

予選21 13:10 21 BRAVE SPIRITS vs 昭和キッズ つなみファイヤーズJr vs 東淀川ボンバーズＪｒ 13:10

予選22 13:20 22 スターファイヤー vs 宮園こども会 ブレスピインパクト vs レッドファイヤー 13:20

予選23 13:30 23 宝塚スマイルキッズ vs 豊里スパークキッズ 新庄ソルジャーズリトル vs 東淡路タートルキッズJr. 13:30

予選24 13:40 24 阿武野エスフェラ vs BRAVE SPIRITS 新庄ソルジャーズプチ vs 東淀川ボンバーズＪｒ 13:40

予選25 13:50 25 つなみファイヤーズJr vs 菅原ドッジボールクラブ 13:50

1 14:15 1 vs vs 14:15

2 14:25 2 vs vs 14:25

3 14:35 3 vs vs 14:35

4 14:45 4 vs 14:45

5 14:55 ジュニア
準決 B-1の勝者 vs B-2の勝者 A-3の勝者 vs B-3の勝者 14:55

6 15:05 オフィシャル
準決 vs A-4の勝者 A-1の勝者 vs A-2の勝者 15:05

7 15:15 ジュニア
決勝 A-5の勝者 vs B-5の勝者 15:15

8 15:35 オフィシャル
決勝 A-6の勝者 vs B-6の勝者 15:35

16:0016:00 閉　会　式

時刻

　　　　　　　　昼　食　休　憩

　　　　　　　　予選リーグの結果発表

コート A B

笑顔あふれる小学生ドッジボール大会

　　8:45～9:00 受　　付

　　9:00～ 開　　会　　式


