
体育館入り口 2階観客席 体育館入り口 2階観客席

1 － 玉名選抜 本渡北 玉名選抜 本渡北 玉名選抜 1

2 － 熊本ウォリ 荒尾選抜 熊本ウォリ 荒尾選抜 荒尾選抜 2 － Ｕ１１ＮＳ 熊本ウォリ Ｕ１１ＮＳ 熊本ウォリ Ｕ１１ＮＳ

3 － 熊本ぼる 阿蘇ＢＯＹＳ 熊本ぼる 阿蘇ＢＯＹＳ 熊本ぼる 3

4 － Ｕ１１ＮＳ 荒尾選抜 Ｕ１１ＮＳ 荒尾選抜 Ｕ１１ＮＳ 4 － ＳＭＩＬＥ天草 玉名レディース ＳＭＩＬＥ天草 玉名レディース 熊本ウォリ

5 － 玉名選抜 本渡北 玉名選抜 本渡北 本渡北 5

6 － 上益城選抜 南部選抜 上益城選抜 南部選抜 上益城選抜 6 － 熊本ぼる 阿蘇ＢＯＹＳ 熊本ぼる 阿蘇ＢＯＹＳ ＳＭＩＬＥ天草

7 － 熊本オレン ＦＵＮＫＹ 熊本オレン ＦＵＮＫＹ 熊本オレン 7 － 玉名ガールズ ＳＢ天草 玉名ガールズ ＳＢ天草 玉名ガールズ

8 － 上益城選抜 南部選抜 上益城選抜 南部選抜 南部選抜 8 － ＳＭＩＬＥ天草 玉名レディース ＳＭＩＬＥ天草 玉名レディース 玉名レディース

9 － 熊本オレン ＦＵＮＫＹ 熊本オレン ＦＵＮＫＹ ＦＵＮＫＹ 9 － 玉名ガールズ ＳＢ天草 玉名ガールズ ＳＢ天草 ＳＢ天草

体育館入り口 2階観客席 体育館入り口 2階観客席

1 － 菊地ＰＢ 上益城選抜 菊地ＰＢ 上益城選抜 菊地ＰＢ 1

2 － 宇城ファイ 玉名ミナミ 宇城ファイ 玉名ミナミ 玉名ミナミ 2 － 天草選抜 宇城ファイ 天草選抜 宇城ファイ 天草選抜

3 － 熊本ウィザ ＳＡＳ 熊本ウィザ ＳＡＳ 熊本ウィザ 3

4 － 天草選抜 玉名ミナミ 天草選抜 玉名ミナミ 天草選抜 4 － 宇城選抜 阿蘇ボルケ 宇城選抜 阿蘇ボルケ 宇城ファイ

5 － 菊地ＰＢ 上益城選抜 菊地ＰＢ 上益城選抜 上益城選抜 5 － 熊本ウィザ ＳＡＳ 熊本ウィザ ＳＡＳ 阿蘇ボルケ

6 － 熊本パープ ＡＣ玉名 熊本パープ ＡＣ玉名 ＡＣ玉名 6 － 山鹿灯籠 荒尾選抜 山鹿灯籠 荒尾選抜 荒尾選抜

7 － Ｕ１１ＮＳ 菊地ＡＳ Ｕ１１ＮＳ 菊地ＡＳ Ｕ１１ＮＳ 7 － 熊本エンジ 阿蘇ボルケ 熊本エンジ 阿蘇ボルケ 熊本エンジ

8 － 荒尾選抜 熊本パープ 荒尾選抜 熊本パープ 熊本パープ 8 － ＡＣ玉名 宇城選抜 ＡＣ玉名 宇城選抜 宇城選抜

9 － 山鹿灯籠 Ｕ１１ＮＳ 山鹿灯籠 Ｕ１１ＮＳ 山鹿灯籠 9 － 菊地ＡＳ 熊本エンジ 菊地ＡＳ 熊本エンジ 菊地ＡＳ

Ｄ６負

１７：００～ 荒尾選抜 熊本パープ ＡＣ玉名 宇城選抜

１６：００～ Ｃ６勝 Ｄ６勝 Ｃ６負

宇城選抜

１１：００～ 玉名ミナミ 宇城ファイ

１５：００～ 熊本パープ ＡＣ玉名 山鹿灯籠

阿蘇ボルケ

Ｄ２勝

※「宇城ファイターズ」のアップ

１４：００～ Ｕ１１ＮＳ 菊地ＡＳ 熊本エンジ

１２：００～ Ｃ２勝

１３：００～ 天草選抜 宇城ファイ 山鹿灯籠 荒尾選抜

Ｄ２負Ｃ２負

　９：００～ 天草選抜 玉名ミナミ

１０：００～ 菊地ＰＢ 上益城選抜

Ｄコート

ＳＡＳ

対戦チーム
審判

コミッショナー
感染対策

熊本ウィザ

南部選抜 ＳＭＩＬＥ天草 玉名レディース

ＦＵＮＫＹ

Ａ２負 Ｂ２負

玉名ガールズ ＳＢ天草

ア　ロ　マ　（上天草市松島町合津４２７６－４４）

Ｃコート

Ｂ７負

感染対策
Ｓ・Ｔ（ＴＯ）

１５：００～ 上益城選抜

１７：００～ Ａ７勝

Ａ６負 Ｂ６負Ｂ６勝

Ｂ７勝 Ａ７負

１０：００～ 玉名選抜 本渡北

１６：００～ Ａ６勝

１２：００～ Ａ２勝 Ｂ２勝

１１：００～ 荒尾選抜 熊本ウォリ

※「熊本ウォリアーズ」のアップ

阿蘇ＢＯＹＳ熊本ぼる

対戦チーム
審判

コミッショナー
感染対策

Ｓ・Ｔ（ＴＯ）

１３：００～ Ｕ１１ＮＳ 熊本ウォリ

１４：００～ 熊本オレン

　９：００～ Ｕ１１ＮＳ 荒尾選抜

第３４回火の国旗ミニバスケットボール選手権大会 審判、コミッショナー、Ｓ・Ｔ（ＴＯ）表　２月２３日（火）

大矢野総合体育館　（上天草市大矢野町中２２８９）

Ａコート Ｂコート

試合開始
時刻 対戦チーム

審判
コミッショナー

感染対策
Ｓ・Ｔ（ＴＯ）

Ｓ・Ｔ（ＴＯ）
試合開始

時刻 対戦チーム
審判

コミッショナー


