
2019スプリングキャンプ実行委員会
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第18回 スプリングキャンプin富士吉田

日時：2019年4月6日（土）・7日（日）



平成３１年２月吉日 

 関係チーム各位 

山梨県ミニバスケットボール連盟富士吉田支部 

会長 前田 利夫 

     (公印省略) 

 

第１８回スプリングキャンプin富士吉田のご案内 

 

 余寒の中にも、日差しが暖かく感じられる季節になってまいりました。 

 日頃は富士吉田支部の活動に暖かいご支援ありがとうございます。新年度もよろしくお願いいた

します。さて、今年もスプリングキャンプin富士吉田を下記の日程にて実施いたします。 

４月上旬は新年度が始まり間もない時期であります、チーム及び個々の課題を富士吉田のコ－ト

で探してみてはいかがでしょうか。皆様のご参加お待ちしております。 

 

記 

 

１．日 時  平成３１年４月 ６日（土） 

   平成３１年４月 ７日（日）の２日間 

２．会  場  富士吉田市内体育館及び周辺体育館 

３．参加条件  

①『スプリングキャンプin富士吉田』のルールを遵守出来るチーム。 

②「友情・ほほえみ・フェアプレー」というミニバスケットボールの精神を守れるマナーの良い

チーム。 

③帯同審判を２日間、帯同できるチーム。 

 ・審判につきましては、特に資格等は問いません。 

  （これから審判資格を取りたいと思われる方、大歓迎です。その点につきましては、各チー

ムのご理解をお願いします） 

 ・審判服（レフリーカッター等）は必ず着用ください。 

４．試合日程   

①スプリングキャンプin富士吉田は大会実行委員会にて２日間の対戦表を作成の上、試合を進め

させていただきます。 

②チーム及び個人の表彰等は行いません。 

③2日間の組合せにつきましては、後日ご連絡いたします。 

5．宿泊について（※宿泊を希望するチーム） 

①宿泊を伴うチームは当支部指定の宿泊施設に宿泊することとします。 

6．お問い合わせ先・申込方法 

①参加申込につきましては、『山梨県ミニバスケットボール連盟富士吉田支部公式ホームページ』

より、申込書をダウンロードしていただき、支部専用メールアドレスまで送付してください。 

 （お電話での対応は受付けておりません。） 

 ・山梨県ミニバスケットボール連盟富士吉田支部公式ホームページ 

http://fujiyoshidaminibas.jp/ 

  ・富士吉田支部専用メールアドレス 

      fujiyamamini@yahoo.co.jp 

 ②お問い合わせについて 

   大会に関するお問い合わせにつきましては、メールのみでの対応をさせていただきますので

ご了承くださいませ。（緊急等で、当支部より電話でのご連絡が必要な場合がありますので、

お手数ですが申込書等には電話ご連絡先をご記入してくださいませ。 

   （※詳細は富士吉田支部専用メールアドレスにお問い合わせください） 



　時下益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
　この度は、第１8回スプリングキャンプIN富士吉田参加について、格別なご協力
を頂き厚く御礼申し上げます。
　期間中の宿泊等については「宿泊等申込書」シートに記入し、『宿泊・懇親会・
昼食関係連絡先』にメールにてエクセルシートのまま、お申込み下さい。(パソコン専用）
（宿泊を伴うチームはスプリングキャンプ事務局指定の宿泊施設に宿泊することとします。）

◇宿泊・懇親会・昼食関係連絡先◇
ｱﾄﾞﾞﾚｽ： fujiyamamini@yahoo.co.jp
メールアドレスは、スプリングキャンプのホームページのトップにもあります。
（お電話でのお問合せ受け付けておりません、必ずメールにてお問合せ願います。メール担当　堀内智則）
（現在、スマートフォン、タブレット端末には対応しておりません。PCからご送信ください。）

◇大会参加費◇
５，０００円（全チーム）

◇宿泊料金◇
６，５００円（消費税込）（１泊２食、１日夕食・２日朝食のみ。）
（宿泊を伴うチームはスプリングキャンプ事務局指定の宿泊施設に宿泊することとします。）
指導者・選手・父兄・乗務員（運転手・ガイド等）すべて同一料金です。
未就学児については別途ご相談ください。（幼児料金となります。）
（未就学児がいる場合は通信欄にご記入ください。）

◇組合せ◇
大会事務局にて２日間の対戦を決定します。組合せ参考のため申込書には必ず地区順位をご記入願います。

◇懇親会料金及び会場◇
一人　６，５００円（消費税込） 
会場：ホテル鐘山苑（0555-22-3168）
《会場までは各宿舎にて送迎いたしますのでご安心ください。》
受付　１８：２０～　　開式　　１８：５０
＊必ず各チーム１名以上２名以下のご参加をお願します。

◇昼食料金◇
６００円（消費税込）（試合会場までお届け致します。）
４月６日（土）・７日（日）分

◇お車◇
駐車場の確保がありますのでお車の内訳を必ずお願いします。
(概略でかまいません)

◇お申込締切日◇　
参加申込　平成３１年３月１７日必着(基本申込関係)
最終締切　平成３１年４月４日必着(宿泊、昼食関係)
キャンセル料等は以下の通りです。

※ 宿泊のキャンセル料は、２日前（４日２０：００まで）５０％、それ以降は１００％です。
※ 弁当のキャンセルは、４日前まで無料（２日２０：００まで）、それ以降は増減不可です。
※ 懇親会の最終変更は４月２日（火）２０：００となります。それ以降の増減は不可です。

◇振込先◇
「振込確認用紙」シートに記載

第18回スプリングキャンプIN富士吉田　宿泊・懇親会・昼食申込について



第 18 回 スプリングキャンプ in 富士吉田 実施要項 

 

 

１．主 催 山梨県ミニバスケットボール連盟富士吉田支部 

２．主 管 山梨県ミニバスケットボール連盟富士吉田支部 

３．期 日 2019 年 4 月 6 日（土）・7 日（日） 

４．会 場 鐘山総合体育館、忍野村民体育館、山中湖村民体育館、忍野小、山中小、

船津小、小立小、下吉田第二小、下吉田東小、富士小 【10 会場 19 面】 

５．参加チーム数 

・男子：36 チーム ・女子：40 チーム 

６．開場時間 午前 8 時 00 分 開場  

７．試合方法 各会場 4 チームによるリーグ戦（2 日間） 

８．競技規則 

① 日本バスケットボール協会ミニバスケットボール競技規則によって行う。 

② 試合成立のプレーヤー数の変更、タイムアウトの回数の変更、については、通

達通り、実施いたします。（新ルールで実施。※JBA からの資料参照） 

③ ショットクロックの変更につきましては、『24 秒ルール』を適用し、オフェン

スリバウンドによる 14 秒リセットはなしで、すべて 24 秒リセットで実施い

たします。（※30 秒リセット→24 秒リセットで実施） 

④ 各会場、スムーズな試合進行を心がけていただきますよう、すべての皆さまの

ご協力をよろしくお願いします。 

⑤ マンツーマンディフェンスの基準規則に則って試合をするものとします。 

⑥ 試合時間は、各クォーター6 分、クォータータイム 1 分、ハーフタイム 5 分と

する。同点による延長戦は行わない。 

⑦ ベンチに入れる者は、原則としてコーチ 1 名、アシスタントコーチ 2 名、マネ

ージャー1 名、選手 15 名、合計 19 名とする。 

⑧ ユニフォーム、ベンチは組合せ番号の若いチームが淡色のユニフォームを使用

し、TO 席に向かって右側のベンチを使用する。ユニフォームについてのみ、

これによらない場合は両チームが話し合いで決定する。 

９．審判・TO・マンツーマンコミッショナー 

① 審判、TO は別紙の割当表のとおりといたします。（※組合せ表を参照） 

② 審判につきましては、各チーム帯同審判でよろしくお願いします。 

（※派遣審判につきましては、原則として派遣は行いませんので、参加チーム

の責任により帯同審判をお願いいたします。特別な事情があるチームがありま

したら、事前のご連絡をよろしくお願いします。） 

③ MC につきましては、今回は置きません。 



（※各チーム『マンツーマンディフェンス』の遵守をお願いします） 

１０．試合開始予定時刻 

（※予定時間につきましては、各会場の進行の状況により変更の可能性もありま

す。ご了承ください。） 

   代表者会議 ８：３０～ 

   第１試合 ９：００～ 

   第２試合 １０：００～ 

   第３試合 １１：００～ 

   昼食・休憩 (約６０分) ※試合進行の状況により調整の可能性があります 

   第４試合 １３：００～ 

   第５試合 １４：００～ 

   第６試合 １５：００～ 

    

 ※第２試合のアップ開始（８時２０分～８時４０分）、 

第１試合のアップ開始（８時４０分～試合開始時刻３分前まで）の両チームが練

習のためにコートを使用可能です。 

 ※第５試合のアップ開始（１２時２０分～１２時４０分）、 

第４試合のアップ開始（１２時４０分～試合開始時刻３分前まで）の両チームが

練習のためにコートを使用可能です。 

 ※試合が延びた場合、次の試合まで１０分間のインターバルをおく。連続している

チームについては１５分間のインターバルをおく。 

１１．その他・注意事項 

① 応援は、マナーを守って行い、選手や審判に対する暴言は絶対にしない。 

② 各会場、試合中の応援については、フロアでの応援を可とします。 

③ プレー中のカメラによるフラッシュ撮影は禁止とします。 

④ 体育館内外のゴミの処理をきちんとすることを、各チーム徹底をお願いします。 

⑤ 忘れ物がほぼ必ず出ますので、各チームできちんと取り組んできてください。 

⑥ 参加者は全員スポーツ傷害保険に加入しておいてください。 

⑦ 交通安全に留意してください。 

⑧ 喫煙場所等、体育館使用上の注意・マナーを各チームで厳守・徹底してくださ

い。 

⑨ 選手の引率と共にチームに所属していない小さなお子様（未就学児）を帯同し

ている場合は、ケガや事故等のないように各チームの責任において保護してく

ださい。 

⑩ 各チームの備品（ボール・シューズ等）については、各チームの責任において

管理してください。 



  2019スプリングキャンプin富士吉田【組合せ】一覧

会
場

WESTBOYS 明見
富士見
クラブ

DREAMS
AYAME
KIDS

吉田 韮崎 下一 吉田小

国立一
JAYHAWKS

船橋
WINGS

Gレジェンド 飯田東 伊東
湧水
MBC

浜松
フェニックス

陶鎔
MBC

大和田
（東京）

相模
REDS

相陽 ラバーネ
菅リトル

ツイスターズ
鴨宮 川尻

木場
レッド

シャークス

大沢
ジャスティス

相陽

高部東 大国
都留

BUDDY
塩山 高根 上野原

河口湖
インフィニティ

袖師 忍野W

WESTBOYS 明見
AYAME
KIDS

DREAMS
富士見
クラブ

吉田 甲府東 下一 吉田小

浜松
フィニックス

国立一
JAYHAWKS

船橋
WINGS

御殿場南小 飯田東 伊東
湧水
MBC

レッドローズ
陶鎔
MBC

川尻
横須賀
フリーズ

相模
REDS

成瀬 若松
菅リトル

ツイスターズ
鴨宮 興津 金谷

高根 上野原
河口湖

インフィニティ
都留

BUDDY
牧丘 竜王 塩山 忍野W 相川

会
場

下吉田東
小学校

富士小学校

松山 山中湖東 小明見 船津SW
V・GOD-

DESS
小立

下吉田
BROS

リベルタ 下東
上暮地

MM

国立一
JAYHAWKS

川口
MAX

緑ヶ丘
Angels

大和田
（埼玉）

新倉 レッドローズ
川口
MAX

御殿場南小 TOSC キャンパーズ

成瀬 鴨宮 浜松与進 清水町KF 飯田東 高部東 成瀬 若松 金谷 興津

牧丘 上野原AS 櫛形北 猿橋 敷島南 田富 牧丘 竜王 勝山G 相川

松山 山中湖東 小明見 船津SW
V・GOD-

DESS
小立

下吉田
BROS

リベルタ 下東
上暮地

MM

大和田
（東京）

国立一
JAYHAWKS

川口
MAX

緑ヶ丘
Angels

大和田
（埼玉）

TOSC Gレジェンド
川口
MAX

キャンパーズ 新倉

大沢
ジャスティス

相陽 成瀬 鴨宮 袖師 清水町KF 相陽 ラバーネ 飯田東 高部東

浜松与進 田富 猿橋 敷島南 牧丘 櫛形北 高部東 大国 上野原AS 勝山G

２
日
目

鐘山総合 忍野村民 山中湖村民 忍野小学校

１
日
目

２
日
目

山中小学校 船津小学校 小立小学校 下吉田第二小学校

１
日
目



4月6日（土）
【1日目】



会場責任チーム

代表者会議

WESTBOYS 国立一JAYHAWKS 相模REDS 高部東

富士吉田 東京都 神奈川県 静岡県

淡色 濃色

1 9:00 A WESTBOYS
国立一

JAYHAWKS
相模REDS 高部東 相模REDS

2 10:05 B 相模REDS 高部東 WESTBOYS
国立一

JAYHAWKS
国立一

JAYHAWKS

3 11:10 C 相模REDS WESTBOYS
国立一

JAYHAWKS
高部東 高部東

休憩

4 13:00 C 国立一
JAYHAWKS

高部東 相模REDS WESTBOYS WESTBOYS

5 14:05 B 国立一
JAYHAWKS

相模REDS 高部東 WESTBOYS 高部東

6 15:10 A 高部東 WESTBOYS
国立一

JAYHAWKS
相模REDS 相模REDS

明見 船橋WINGS 相陽 大国

富士吉田 東京都 神奈川県 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 B 明見 船橋WINGS 相陽 大国 相陽

2 10:05 C 相陽 大国 明見 船橋WINGS 船橋WINGS

3 11:10 A 相陽 明見 船橋WINGS 大国 大国

休憩

4 13:00 A 船橋WINGS 大国 相陽 明見 明見

5 14:05 C 船橋WINGS 相陽 大国 明見 大国

6 15:10 B 大国 明見 船橋WINGS 相陽 相陽

富士見クラブ Gレジェンド ラバーネ 都留BUDDY

長野県 東京都 神奈川県 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 C 富士見クラブ Gレジェンド ラバーネ 都留BUDDY ラバーネ

2 10:05 A ラバーネ 都留BUDDY 富士見クラブ Gレジェンド Gレジェンド

3 11:10 B ラバーネ 富士見クラブ Gレジェンド 都留BUDDY 都留BUDDY

休憩

4 13:00 B Gレジェンド 都留BUDDY ラバーネ 富士見クラブ 富士見クラブ

5 14:05 A Gレジェンド ラバーネ 都留BUDDY 富士見クラブ 都留BUDDY

6 15:10 C 都留BUDDY 富士見クラブ Gレジェンド ラバーネ ラバーネ

出場チーム

出場チーム

日時

コート 審判

出場チーム

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【1日目】

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

昼食（約60分）

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ

2019年4月6日 WESTBOYS

鐘山総合体育館 AM8：30～

コート

コート

会場

審判

審判

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。

試合開始
予定時間 ＴＯ対戦

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

試合開始
予定時間

対戦

昼食（約60分）

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

ＴＯ



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

DREAMS 飯田東 菅リトルツイスターズ 塩山

南都留 静岡県 神奈川県 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 DREAMS 飯田東
菅リトルツイス

ターズ
塩山

菅リトルツイス
ターズ

2 10:00 菅リトルツイス
ターズ

塩山 DREAMS 飯田東 飯田東

3 11:00 菅リトルツイス
ターズ

DREAMS 飯田東 塩山 塩山

休憩

4 13:00 飯田東 塩山
菅リトルツイス

ターズ
DREAMS DREAMS

5 14:00 飯田東
菅リトルツイス

ターズ
塩山 DREAMS 塩山

6 15:00 塩山 DREAMS 飯田東
菅リトルツイス

ターズ
菅リトルツイス

ターズ

AYAME KIDS 伊東 鴨宮 高根

千葉県 静岡県 神奈川県 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 AYAME KIDS 伊東 鴨宮 高根 鴨宮

2 10:00 鴨宮 高根 AYAME KIDS 伊東 伊東

3 11:00 鴨宮 AYAME KIDS 伊東 高根 高根

休憩

4 13:00 伊東 高根 鴨宮 AYAME KIDS AYAME KIDS

5 14:00 伊東 鴨宮 高根 AYAME KIDS 高根

6 15:00 高根 AYAME KIDS 伊東 鴨宮 鴨宮

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【1日目】

Aコート

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ

2019年4月6日

忍野村民体育館 AM8：30～

DREAMS

審判

昼食（約60分）

Bコート

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ審判

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。

昼食（約60分）



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

下一 陶鎔MBC 大沢ジャスティス 袖師

富士吉田 東京都 神奈川県 静岡県

淡色 濃色

1 9:00 下一 陶鎔MBC 大沢ジャスティス 袖師 大沢ジャスティス

2 10:00 大沢ジャスティス 袖師 下一 陶鎔MBC 陶鎔MBC

3 11:00 大沢ジャスティス 下一 陶鎔MBC 袖師 袖師

休憩

4 13:00 陶鎔MBC 袖師 大沢ジャスティス 下一 下一

5 14:00 陶鎔MBC 大沢ジャスティス 袖師 下一 袖師

6 15:00 袖師 下一 陶鎔MBC 大沢ジャスティス 大沢ジャスティス

吉田小 大和田（東京） 相陽 忍野W

富士吉田 東京都 神奈川県 南都留

淡色 濃色

1 9:00 吉田小 大和田（東京） 相陽 忍野W 相陽

2 10:00 相陽 忍野W 吉田小 大和田（東京） 大和田（東京）

3 11:00 相陽 吉田小 大和田（東京） 忍野W 忍野W

休憩

4 13:00 大和田（東京） 忍野W 相陽 吉田小 吉田小

5 14:00 大和田（東京） 相陽 忍野W 吉田小 忍野W

6 15:00 忍野W 吉田小 大和田（東京） 相陽 相陽

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【1日目】

Aコート

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ

2019年4月6日 下一ミニバス

忍野小学校体育館 AM8：30～

審判

昼食（約60分）

Bコート

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ審判

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

吉田 湧水MBC 川尻 上野原

富士吉田 静岡県 神奈川県 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 吉田 湧水MBC 川尻 上野原 川尻

2 10:00 川尻 上野原 吉田 湧水MBC 湧水MBC

3 11:00 川尻 吉田 湧水MBC 上野原 上野原

休憩

4 13:00 湧水MBC 上野原 川尻 吉田 吉田

5 14:00 湧水MBC 川尻 上野原 吉田 上野原

6 15:00 上野原 吉田 湧水MBC 川尻 川尻

韮崎 浜松フェニックス 木場レッドシャークス 河口湖インフィニティ

山梨県 静岡県 東京都 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 韮崎 浜松フェニックス
木場レッドシャーク

ス
河口湖インフィニ

ティ
木場レッドシャーク

ス

2 10:00 木場レッドシャーク
ス

河口湖インフィニ
ティ

韮崎 浜松フェニックス 浜松フェニックス

3 11:00 木場レッドシャーク
ス

韮崎 浜松フェニックス
河口湖インフィニ

ティ
河口湖インフィニ

ティ

休憩

4 13:00 浜松フェニックス
河口湖インフィニ

ティ
木場レッドシャーク

ス
韮崎 韮崎

5 14:00 浜松フェニックス
木場レッドシャーク

ス
河口湖インフィニ

ティ
韮崎

河口湖インフィニ
ティ

6 15:00 河口湖インフィニ
ティ

韮崎 浜松フェニックス
木場レッドシャーク

ス
木場レッドシャーク

ス

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【1日目】

Aコート

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ

2019年4月6日 吉田ミニバス

山中湖村民体育館 AM8：30～

審判

昼食（約60分）

Bコート

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ審判

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

松山 国立一JAYHAWKS 成瀬 牧丘

富士吉田 東京都 神奈川県 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 松山
国立一

JAYHAWKS
成瀬 牧丘 成瀬

2 10:00 成瀬 牧丘 松山
国立一

JAYHAWKS
国立一

JAYHAWKS

3 11:00 成瀬 松山
国立一

JAYHAWKS
牧丘 牧丘

休憩

4 13:00 国立一
JAYHAWKS

牧丘 成瀬 松山 松山

5 14:00 国立一
JAYHAWKS

成瀬 牧丘 松山 牧丘

6 15:00 牧丘 松山
国立一

JAYHAWKS
成瀬 成瀬

山中湖東 川口MAX 鴨宮 上野原AS

南都留 東京都 神奈川県 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 山中湖東 川口MAX 鴨宮 上野原AS 鴨宮

2 10:00 鴨宮 上野原AS 山中湖東 川口MAX 川口MAX

3 11:00 鴨宮 山中湖東 川口MAX 上野原AS 上野原AS

休憩

4 13:00 川口MAX 上野原AS 鴨宮 山中湖東 山中湖東

5 14:00 川口MAX 鴨宮 上野原AS 山中湖東 上野原AS

6 15:00 上野原AS 山中湖東 川口MAX 鴨宮 鴨宮

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【1日目】

Aコート

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ

2019年4月6日 松山ミニバス

山中小学校体育館 AM8：30～

審判

昼食（約60分）

Bコート

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ審判

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

小明見 緑ヶ丘Angels 浜松与進 櫛形北

富士吉田 東京都 静岡県 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 小明見 緑ヶ丘Angels 浜松与進 櫛形北 浜松与進

2 10:00 浜松与進 櫛形北 小明見 緑ヶ丘Angels 緑ヶ丘Angels

3 11:00 浜松与進 小明見 緑ヶ丘Angels 櫛形北 櫛形北

休憩

4 13:00 緑ヶ丘Angels 櫛形北 浜松与進 小明見 小明見

5 14:00 緑ヶ丘Angels 浜松与進 櫛形北 小明見 櫛形北

6 15:00 櫛形北 小明見 緑ヶ丘Angels 浜松与進 浜松与進

船津SW 大和田（埼玉） 清水町KF 猿橋

南都留 埼玉県 静岡県 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 船津SW 大和田（埼玉） 清水町KF 猿橋 清水町KF

2 10:00 清水町KF 猿橋 船津SW 大和田（埼玉） 大和田（埼玉）

3 11:00 清水町KF 船津SW 大和田（埼玉） 猿橋 猿橋

休憩

4 13:00 大和田（埼玉） 猿橋 清水町KF 船津SW 船津SW

5 14:00 大和田（埼玉） 清水町KF 猿橋 船津SW 猿橋

6 15:00 猿橋 船津SW 大和田（埼玉） 清水町KF 清水町KF

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【1日目】

Aコート

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ審判

2019年4月6日 小明見ミニバス

船津小学校体育館 AM8：30～

昼食（約60分）

Bコート

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ審判

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

V・GOD-DESS 新倉 飯田東 敷島南

富士吉田 埼玉県 静岡県 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 V・GOD-DESS 新倉 飯田東 敷島南 飯田東

2 10:00 飯田東 敷島南 V・GOD-DESS 新倉 新倉

3 11:00 飯田東 V・GOD-DESS 新倉 敷島南 敷島南

休憩

4 13:00 新倉 敷島南 飯田東 V・GOD-DESS V・GOD-DESS

5 14:00 新倉 飯田東 敷島南 V・GOD-DESS 敷島南

6 15:00 敷島南 V・GOD-DESS 新倉 飯田東 飯田東

小立 レッドローズ 高部東 田富

南都留 千葉県 静岡県 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 小立 レッドローズ 高部東 田富 高部東

2 10:00 高部東 田富 小立 レッドローズ レッドローズ

3 11:00 高部東 小立 レッドローズ 田富 田富

休憩

4 13:00 レッドローズ 田富 高部東 小立 小立

5 14:00 レッドローズ 高部東 田富 小立 田富

6 15:00 田富 小立 レッドローズ 高部東 高部東

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【1日目】

Aコート

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ審判

2019年4月6日 V・GOD-DESS

小立小学校体育館 AM8：30～

昼食（約60分）

Bコート

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ審判

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

下吉田BROS 川口MAX 成瀬 牧丘

富士吉田 東京都 神奈川県 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 下吉田BROS 川口MAX 成瀬 牧丘 成瀬

2 10:00 成瀬 牧丘 下吉田BROS 川口MAX 川口MAX

3 11:00 成瀬 下吉田BROS 川口MAX 牧丘 牧丘

休憩

4 13:00 川口MAX 牧丘 成瀬 下吉田BROS 下吉田BROS

5 14:00 川口MAX 成瀬 牧丘 下吉田BROS 牧丘

6 15:00 牧丘 下吉田BROS 川口MAX 成瀬 成瀬

リベルタ 御殿場南小 若松 竜王

埼玉県 静岡県 神奈川県 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 リベルタ 御殿場南小 若松 竜王 若松

2 10:00 若松 竜王 リベルタ 御殿場南小 御殿場南小

3 11:00 若松 リベルタ 御殿場南小 竜王 竜王

休憩

4 13:00 御殿場南小 竜王 若松 リベルタ リベルタ

5 14:00 御殿場南小 若松 竜王 リベルタ 竜王

6 15:00 竜王 リベルタ 御殿場南小 若松 若松

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【1日目】

Aコート

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ審判

2019年4月6日 下吉田BROS

下吉田第二小学校体育館 AM8：30～

昼食（約60分）

Bコート

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ審判

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

上暮地MM キャンパーズ 興津 相川

富士吉田 千葉県 静岡県 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 上暮地MM キャンパーズ 興津 相川 興津

2 10:00 興津 相川 上暮地MM キャンパーズ キャンパーズ

3 11:00 興津 上暮地MM キャンパーズ 相川 相川

休憩

4 13:00 キャンパーズ 相川 興津 上暮地MM 上暮地MM

5 14:00 キャンパーズ 興津 相川 上暮地MM 相川

6 15:00 相川 上暮地MM キャンパーズ 興津 興津

日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

下東 TOSC 金谷 勝山G

富士吉田 長野県 静岡県 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 下東 TOSC 金谷 勝山G 金谷

2 10:00 金谷 勝山G 下東 TOSC TOSC

3 11:00 金谷 下東 TOSC 勝山G 勝山G

休憩

4 13:00 TOSC 勝山G 金谷 下東 下東

5 14:00 TOSC 金谷 勝山G 下東 勝山G

6 15:00 勝山G 下東 TOSC 金谷 金谷

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【1日目】

コート（1面）

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ審判

2019年4月6日 上暮地MM

富士小学校体育館 AM8：30～

昼食（約60分）

コート（1面）

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

審判

2019年4月6日 下東ミニバス

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

下吉田東小学校体育館 AM8：30～

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。



4月7日（日）
【2日目】



会場責任チーム

代表者会議

川尻 浜松フィニックス WESTBOYS 高根

神奈川県 静岡県 富士吉田 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 A 川尻 浜松フィニックス WESTBOYS 高根 WESTBOYS

2 10:05 B WESTBOYS 高根 川尻 浜松フィニックス 浜松フィニックス

3 11:10 C WESTBOYS 川尻 浜松フィニックス 高根 高根

休憩

4 13:00 C 浜松フィニックス 高根 WESTBOYS 川尻 川尻

5 14:05 B 浜松フィニックス WESTBOYS 高根 川尻 高根

6 15:10 A 高根 川尻 浜松フィニックス WESTBOYS WESTBOYS

横須賀フリーズ 国立一JAYHAWKS 明見 上野原

神奈川県 東京都 富士吉田 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 B 横須賀フリーズ
国立一

JAYHAWKS
明見 上野原 明見

2 10:05 C 明見 上野原 横須賀フリーズ
国立一

JAYHAWKS
国立一

JAYHAWKS

3 11:10 A 明見 横須賀フリーズ
国立一

JAYHAWKS
上野原 上野原

休憩

4 13:00 A 国立一
JAYHAWKS

上野原 明見 横須賀フリーズ 横須賀フリーズ

5 14:05 C 国立一
JAYHAWKS

明見 上野原 横須賀フリーズ 上野原

6 15:10 B 上野原 横須賀フリーズ
国立一

JAYHAWKS
明見 明見

AYAME KIDS 船橋WINGS 河口湖インフィニティ 相模REDS

千葉県 東京都 南都留 神奈川県

淡色 濃色

1 9:00 C AYAME KIDS 船橋WINGS
河口湖インフィニ

ティ
相模REDS

河口湖インフィニ
ティ

2 10:05 A 河口湖インフィニ
ティ

相模REDS AYAME KIDS 船橋WINGS 船橋WINGS

3 11:10 B 河口湖インフィニ
ティ

AYAME KIDS 船橋WINGS 相模REDS 上野原

休憩

4 13:00 B 船橋WINGS 相模REDS
河口湖インフィニ

ティ
AYAME KIDS AYAME KIDS

5 14:05 A 船橋WINGS
河口湖インフィニ

ティ
相模REDS AYAME KIDS 相模REDS

6 15:10 C 相模REDS AYAME KIDS 船橋WINGS
河口湖インフィニ

ティ
河口湖インフィニ

ティ

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。

ＴＯ

昼食（約60分）

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ

審判

審判コート

コート

出場チーム

出場チーム

試合開始
予定時間

対戦

昼食（約60分）

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【2日目】

試合開始
予定時間

対戦 ＴＯ審判コート

日時

会場

出場チーム

2019年4月7日 WESTBOYS

鐘山総合体育館 AM8：30～



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

成瀬 御殿場南小 DREAMS 都留BUDDY

神奈川県 静岡県 南都留 山梨県

淡色 濃色

1 9:00 成瀬 御殿場南小 DREAMS 都留BUDDY DREAMS

2 10:00 DREAMS 都留BUDDY 成瀬 御殿場南小 御殿場南小

3 11:00 DREAMS 成瀬 御殿場南小 都留BUDDY 都留BUDDY

休憩

4 13:00 御殿場南小 都留BUDDY DREAMS 成瀬 成瀬

5 14:00 御殿場南小 DREAMS 都留BUDDY 成瀬 都留BUDDY

6 15:00 都留BUDDY 成瀬 御殿場南小 DREAMS DREAMS

富士見クラブ 飯田東 牧丘 若松

長野県 静岡県 山梨県 神奈川県

淡色 濃色

1 9:00 富士見クラブ 飯田東 牧丘 若松 牧丘

2 10:00 牧丘 若松 富士見クラブ 飯田東 飯田東

3 11:00 牧丘 富士見クラブ 飯田東 若松 若松

休憩

4 13:00 飯田東 若松 牧丘 富士見クラブ 富士見クラブ

5 14:00 飯田東 牧丘 若松 富士見クラブ 若松

6 15:00 若松 富士見クラブ 飯田東 牧丘 牧丘

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。

ＴＯ

試合開始
予定時間

対戦 審判 ＴＯ

昼食（約60分）

Bコート

試合開始
予定時間

対戦 審判

Aコート

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【2日目】

2019年4月7日 DREAMS

忍野村民体育館 AM8：30～



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

興津 忍野W 下一 レッドローズ

静岡県 南都留 富士吉田 千葉県

淡色 濃色

1 9:00 興津 忍野W 下一 レッドローズ 下一

2 10:00 下一 レッドローズ 興津 忍野W 忍野W

3 11:00 下一 興津 忍野W レッドローズ レッドローズ

休憩

4 13:00 忍野W レッドローズ 下一 興津 興津

5 14:00 忍野W 下一 レッドローズ 興津 レッドローズ

6 15:00 レッドローズ 興津 忍野W 下一 下一

陶鎔MBC 相川 吉田小 金谷

東京都 山梨県 富士吉田 静岡県

淡色 濃色

1 9:00 陶鎔MBC 相川 吉田小 金谷 吉田小

2 10:00 吉田小 金谷 陶鎔MBC 相川 相川

3 11:00 吉田小 陶鎔MBC 相川 金谷 金谷

休憩

4 13:00 相川 金谷 吉田小 陶鎔MBC 陶鎔MBC

5 14:00 相川 吉田小 金谷 陶鎔MBC 金谷

6 15:00 金谷 陶鎔MBC 相川 吉田小 吉田小

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）

ＴＯ

試合開始
予定時間

対戦 審判 ＴＯ

昼食（約60分）

Bコート

試合開始
予定時間

対戦 審判

Aコート

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【2日目】

2019年4月7日 吉田小ミニバス

忍野小学校体育館 AM8：30～



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

伊東 竜王 吉田 菅リトルツイスターズ

静岡県 山梨県 富士吉田 神奈川県

淡色 濃色

1 9:00 伊東 竜王 吉田
菅リトルツイスター

ズ
吉田

2 10:00 吉田
菅リトルツイスター

ズ
伊東 竜王 竜王

3 11:00 吉田 伊東 竜王
菅リトルツイスター

ズ
菅リトルツイスター

ズ

休憩

4 13:00 竜王
菅リトルツイスター

ズ
吉田 伊東 伊東

5 14:00 竜王 吉田
菅リトルツイスター

ズ
伊東

菅リトルツイス
ターズ

6 15:00 菅リトルツイスター
ズ

伊東 竜王 吉田 吉田

鴨宮 塩山 甲府東 湧水MBC

神奈川県 山梨県 山梨県 静岡県

淡色 濃色

1 9:00 鴨宮 塩山 甲府東 湧水MBC 甲府東

2 10:00 甲府東 湧水MBC 鴨宮 塩山 塩山

3 11:00 甲府東 鴨宮 塩山 湧水MBC 湧水MBC

休憩

4 13:00 塩山 湧水MBC 甲府東 鴨宮 鴨宮

5 14:00 塩山 甲府東 湧水MBC 鴨宮 湧水MBC

6 15:00 湧水MBC 鴨宮 塩山 甲府東 甲府東

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）

ＴＯ

試合開始
予定時間

対戦 審判 ＴＯ

昼食（約60分）

Bコート

試合開始
予定時間

対戦 審判

Aコート

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【2日目】

2019年4月7日 吉田ミニバス

山中湖村民体育館 AM8：30～



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

大和田（東京） 浜松与進 松山 大沢ジャスティス

東京都 静岡県 富士吉田 神奈川県

淡色 濃色

1 9:00 大和田（東京） 浜松与進 松山 大沢ジャスティス 松山

2 10:00 松山 大沢ジャスティス 大和田（東京） 浜松与進 浜松与進

3 11:00 松山 大和田（東京） 浜松与進 大沢ジャスティス 大沢ジャスティス

休憩

4 13:00 浜松与進 大沢ジャスティス 松山 大和田（東京） 大和田（東京）

5 14:00 浜松与進 松山 大沢ジャスティス 大和田（東京） 大沢ジャスティス

6 15:00 大沢ジャスティス 大和田（東京） 浜松与進 松山 松山

相陽 田富 山中湖東 国立一JAYHAWKS

神奈川県 山梨県 南都留 東京都

淡色 濃色

1 9:00 相陽 田富 山中湖東
国立一

JAYHAWKS
山中湖東

2 10:00 山中湖東
国立一

JAYHAWKS
相陽 田富 田富

3 11:00 山中湖東 相陽 田富
国立一

JAYHAWKS
国立一

JAYHAWKS

休憩

4 13:00 田富
国立一

JAYHAWKS
山中湖東 相陽 相陽

5 14:00 田富 山中湖東
国立一

JAYHAWKS
相陽

国立一
JAYHAWKS

6 15:00 国立一
JAYHAWKS

相陽 田富 山中湖東 山中湖東

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）

ＴＯ

試合開始
予定時間

対戦 審判 ＴＯ

昼食（約60分）

Bコート

試合開始
予定時間

対戦 審判

Aコート

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【2日目】

2019年4月7日 松山ミニバス

山中小学校体育館 AM8：30～



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

川口MAX 小明見 猿橋 成瀬

東京都 富士吉田 山梨県 神奈川県

淡色 濃色

1 9:00 川口MAX 小明見 猿橋 成瀬 猿橋

2 10:00 猿橋 成瀬 川口MAX 小明見 小明見

3 11:00 猿橋 川口MAX 小明見 成瀬 成瀬

休憩

4 13:00 小明見 成瀬 猿橋 川口MAX 川口MAX

5 14:00 小明見 猿橋 成瀬 川口MAX 成瀬

6 15:00 成瀬 川口MAX 小明見 猿橋 猿橋

緑ヶ丘Angels 船津SW 敷島南 鴨宮

南都留 南都留 山梨県 神奈川県

淡色 濃色

1 9:00 緑ヶ丘Angels 船津SW 敷島南 鴨宮 敷島南

2 10:00 敷島南 鴨宮 緑ヶ丘Angels 船津SW 船津SW

3 11:00 敷島南 緑ヶ丘Angels 船津SW 鴨宮 鴨宮

休憩

4 13:00 船津SW 鴨宮 敷島南 緑ヶ丘Angels 緑ヶ丘Angels

5 14:00 船津SW 敷島南 鴨宮 緑ヶ丘Angels 鴨宮

6 15:00 鴨宮 緑ヶ丘Angels 船津SW 敷島南 敷島南

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）

ＴＯ

試合開始
予定時間

対戦 審判 ＴＯ

昼食（約60分）

Bコート

試合開始
予定時間

対戦 審判

Aコート

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【2日目】

2019年4月7日 小明見ミニバス

船津小学校体育館 AM8：30～



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

袖師 V・GOD-DESS 牧丘 大和田（埼玉）

静岡県 富士吉田 山梨県 埼玉県

淡色 濃色

1 9:00 袖師 V・GOD-DESS 牧丘 大和田（埼玉） 牧丘

2 10:00 牧丘 大和田（埼玉） 袖師 V・GOD-DESS V・GOD-DESS

3 11:00 牧丘 袖師 V・GOD-DESS 大和田（埼玉） 大和田（埼玉）

休憩

4 13:00 V・GOD-DESS 大和田（埼玉） 牧丘 袖師 袖師

5 14:00 V・GOD-DESS 牧丘 大和田（埼玉） 袖師 大和田（埼玉）

6 15:00 大和田（埼玉） 袖師 V・GOD-DESS 牧丘 牧丘

清水町KF 小立 櫛形北 TOSC

静岡県 南都留 山梨県 長野県

淡色 濃色

1 9:00 清水町KF 小立 櫛形北 TOSC 櫛形北

2 10:00 櫛形北 TOSC 清水町KF 小立 小立

3 11:00 櫛形北 清水町KF 小立 TOSC TOSC

休憩

4 13:00 小立 TOSC 櫛形北 清水町KF 清水町KF

5 14:00 小立 櫛形北 TOSC 清水町KF TOSC

6 15:00 TOSC 清水町KF 小立 櫛形北 櫛形北

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）

ＴＯ

試合開始
予定時間

対戦 審判 ＴＯ

昼食（約60分）

Bコート

試合開始
予定時間

対戦 審判

Aコート

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【2日目】

2019年4月7日 V・GOD-DESS

小立小学校体育館 AM8：30～



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

Gレジェンド 下吉田BROS 高部東 相陽

東京都 富士吉田 静岡県 神奈川県

淡色 濃色

1 9:00 Gレジェンド 下吉田BROS 高部東 相陽 高部東

2 10:00 高部東 相陽 Gレジェンド 下吉田BROS 下吉田BROS

3 11:00 高部東 Gレジェンド 下吉田BROS 相陽 相陽

休憩

4 13:00 下吉田BROS 相陽 高部東 Gレジェンド Gレジェンド

5 14:00 下吉田BROS 高部東 相陽 Gレジェンド 相陽

6 15:00 相陽 Gレジェンド 下吉田BROS 高部東 高部東

リベルタ 川口MAX 大国 ラバーネ

埼玉県 東京都 山梨県 神奈川県

淡色 濃色

1 9:00 リベルタ 川口MAX 大国 ラバーネ 大国

2 10:00 大国 ラバーネ リベルタ 川口MAX 川口MAX

3 11:00 大国 リベルタ 川口MAX ラバーネ ラバーネ

休憩

4 13:00 川口MAX ラバーネ 大国 リベルタ リベルタ

5 14:00 川口MAX 大国 ラバーネ リベルタ ラバーネ

6 15:00 ラバーネ リベルタ 川口MAX 大国 大国

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）

ＴＯ

試合開始
予定時間

対戦 審判 ＴＯ

昼食（約60分）

Bコート

試合開始
予定時間

対戦 審判

Aコート

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【2日目】

2019年4月7日 下吉田BROS

下吉田第二小学校体育館 AM8：30～



日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

新倉 上暮地MM 勝山G 高部東

埼玉県 富士吉田 南都留 静岡県

淡色 濃色

1 9:00 新倉 上暮地MM 勝山G 高部東 勝山G

2 10:00 勝山G 高部東 新倉 上暮地MM 上暮地MM

3 11:00 勝山G 新倉 上暮地MM 高部東 高部東

休憩

4 13:00 上暮地MM 高部東 勝山G 新倉 新倉

5 14:00 上暮地MM 勝山G 高部東 新倉 高部東

6 15:00 高部東 新倉 上暮地MM 勝山G 勝山G

日時 会場責任チーム

会場 代表者会議

キャンパーズ 下東 上野原AS 飯田東

千葉県 富士吉田 山梨県 静岡県

淡色 濃色

1 9:00 キャンパーズ 下東 上野原AS 飯田東 上野原AS

2 10:00 上野原AS 飯田東 キャンパーズ 下東 下東

3 11:00 上野原AS キャンパーズ 下東 飯田東 飯田東

休憩

4 13:00 下東 飯田東 上野原AS キャンパーズ キャンパーズ

5 14:00 下東 上野原AS 飯田東 キャンパーズ 飯田東

6 15:00 飯田東 キャンパーズ 下東 上野原AS 上野原AS

昼食（約60分）

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）

下吉田東小学校体育館 AM8：30～

コート（1面）

試合開始
予定時間

対戦 審判 ＴＯ

※試合時間：1Q（6分）-QT（1分）-2Q（6分）-HT（5分）-3Q（6分）-QT（1分）-4Q（6分）　延長戦はありません。

※予定試合時間より試合が早まっている場合、試合終了からインターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※予定試合時間より延びた場合、インターバル10分、試合が連続しているチームは、インターバル15分。

※進行状況により、『昼食』の時間で調整することがありますので、ご了承ください。（各会場ごとに会場責任のもとに調整をお願いします）

2019年4月7日 下東ミニバス

昼食（約60分）

第18回　スプリングキャンプin富士吉田　【2日目】

2019年4月7日 上暮地MM

富士小学校体育館 AM8：30～

コート（1面）

試合開始
予定時間

対戦 審判 ＴＯ




