
第1回3x3フェスティバル２月１日（土）進行表
時刻 実施カテゴリー 内容 Aコート Bコート Cコート 備考

9:00

U9の部

受付け - - -

ヴォルターズ柿内選手来場

9:30 開会式 
ルール説明

- - -

9:45 第１試合 ブルーカンガルーズA vs 御幸BBC Type3年B組 ゴールデンカンガルーズA vs 嘉島RED-ARROWS バスケットハウスホワイト vs 玉名ミナミクラブ

10:00 第２試合 ブルーカンガルーズB vs 南ヶ丘クラブ ゴールデンカンガルーズB vs バスケットハウスパープル 玉名ミナミキッズ vs 御幸BBC Type3年A組

10:15 第３試合 ブルーカンガルーズA vs 御幸BBC Type3年A組 御幸BBC Type3年B組 vs 玉名ミナミキッズ ゴールデンカンガルーズA vs バスケットハウスパープル

10:30 第４試合 嘉島RED-ARROWS vs ゴールデンカンガルーズB バスケットハウスホワイト vs 南ヶ丘クラブ 玉名ミナミクラブ vs ブルーカンガルーズB

10:45 全員対象 熊本ヴォルターズ柿内選手交流会

11:30

U9の部

第５試合 御幸BBC Type3年B組 vs ブルーカンガルーズB 嘉島RED-ARROWS vs 南ヶ丘クラブ バスケットハウスパープル vs 御幸BBC Type3年A組 -

11:45 第６試合 ブルーカンガルーズA vs 玉名ミナミクラブ 玉名ミナミキッズ vs ゴールデンカンガルーズA バスケットハウスホワイト vs ゴールデンカンガルーズB -

12:00 第７試合 御幸BBC Type3年A組 vs ゴールデンカンガルーズB ブルーカンガルーズB vs バスケットハウスホワイト 嘉島RED-ARROWS vs ゴールデンカンガルーズA -

12:15 第８試合 南ヶ丘クラブ vs 玉名ミナミキッズ バスケットハウスパープル vs 玉名ミナミクラブ 御幸BBC Type3年B組 vs ブルーカンガルーズA -

12:30 終了

12:45

U12の部

受付け - - - -

13:00 開会式 
ルール説明

- - - -

13:15 第１試合 嘉島RED-ARROWSチームA vs サンズBBC チームY2RK 嘉島RED-ARROWSチームB vs サンズBBC チームT3R 清水クラブリカオンズ vs 御幸BBC -

13:30 第２試合 泗水Cosmo Stars 4B vs 御幸スパーズ KALI’S vs 御幸ブルズ UKI SPREAD WINGS-A vs 御幸マジック -

13:45 第３試合 UKI SPREAD WINGS-B vs 御幸ロケッツ UKI SPREAD WINGS-C vs フレバス UKI SPREAD WINGS-D vs たらぎ -

14:00 第４試合 嘉島RED-ARROWSチームA vs たらぎ サンズBBC チームY2RK vs UKI SPREAD WINGS-D 嘉島RED-ARROWSチームB vs フレバス -

14:15 第５試合 サンズBBC チームT3R vs UKI SPREAD WINGS-C 清水クラブリカオンズ vs 御幸ロケッツ 御幸BBC vs UKI SPREAD WINGS-B -

14:30 第６試合 泗水Cosmo Stars 4B vs 御幸マジック 御幸スパーズ vs KALI’S UKI SPREAD WINGS-A vs 御幸ブルズ -

14:45 第７試合 たらぎ vs 御幸ブルズ UKI SPREAD WINGS-D vs KALI’S フレバス vs 御幸マジック -

15:00 第８試合 UKI SPREAD WINGS-C vs 清水クラブリカオンズ 御幸ロケッツ vs 嘉島RED-ARROWSチームA サンズBBC チームY2RK vs UKI SPREAD WINGS-A -

15:15 第９試合 嘉島RED-ARROWSチームB vs 御幸スパーズ サンズBBC チームT3R vs 泗水Cosmo Stars 4B UKI SPREAD WINGS-B vs 御幸BBC -

15:30 第１０試合 たらぎ vs UKI SPREAD WINGS-B 御幸ブルズ vs 御幸BBC UKI SPREAD WINGS-D vs サンズBBC チームT3R -

15:45 第１１試合 KALI’S vs 御幸マジック フレバス vs 御幸スパーズ 御幸ロケッツ vs 泗水Cosmo Stars 4B -

16:00 第１２試合 UKI SPREAD WINGS-C vs 嘉島RED-ARROWSチームB 清水クラブリカオンズ vs UKI SPREAD WINGS-A サンズBBC チームY2RK vs 嘉島RED-ARROWSチームA -

16:30 終了



第1回3x3フェスティバル２月２日（日）進行表
時刻 実施カテゴリー 内容 Aコート Bコート Cコート 備考

9:00
U15男女 
U18男女

受付け - - - -

9:30 開会式 
ルール説明

- - - -

10:00 U15男女 第１試合 ゆかいな仲間たち vs 嘉島中男子A KALI'S “チームおてんば” vs スマイリー 嘉島中男子B vs 嘉島中男子C -

10:20 U18男子/U18女子 第２試合 有明高校1 vs MANATY ウラガンキン vs MHT SONRISA vs 天甲 -

10:40 U15男女 第３試合 嘉島中男子B vs 長嶺サンダース スマイリー vs ピース 嘉島中男子A vs 嘉島中男子C -

11:00 U18男子/U18女子 第４試合 有明高校２ vs 片山ブリーズマンズ れねがしら vs 有明高校１ 3B1D vs 天甲 -

11:20 U15男女 第５試合 嘉島中男子C vs 長嶺サンダース KALI'S “チームおてんば” vs ピース ゆかいな仲間たち vs 嘉島中男子A -

11:40 U18男子/U18女子 第６試合 ウラガンキン vs 有明高校２ MANATY vs MHT SONRISA vs 3B1D -

12:00 U18男子 第７試合 れねがしら vs 片山ブリーズマンズ 有明高校1 vs 有明高校２ - -

12:20 U15男 第８試合 嘉島中男子A vs 長嶺サンダース ゆかいな仲間たち vs 嘉島中男子B - -

12:40 U18男女表彰式 終了

13:00
一般の部男女

受付け - - - -

13:30 開会式 
ルール説明

- - - -

13:50 一般の部男子 第１試合 RAMPAGE vs ALONZA SNTK vs 熊本教員A Max Five vs BB -

14:10 一般の部男子 第２試合 熊本教員B vs 熊本教員C RAMPAGE vs SNTK - -

14:30 一般の部女子 第３試合 ALONZA vs 熊本教員B 熊本教員A vs 熊本教員C Max Five vs BB -

14:50 一般の部男子 第４試合 RAMPAGE vs 熊本教員A SNTK vs 熊本教員B - -

15:10 一般の部男子 第５試合 熊本教員C vs ALONZA 熊本教員A vs SNTK Max Five vs BB -

15:30 一般の部男子 第６試合 熊本教員B vs RAMPAGE ALONZA vs 熊本教員A - -

15:50 一般の部男女 終了


