
No.

111

朝日スポーツ少年団

小学女子2部Ｂ
糸生ガールズ準決勝

小学女子2部Ａ

SH☆ガールズ

決勝

瀬戸ラズベリー

３位決
中学女子3年④

中学女子3年②

中学女子1部⑪ 中学女子1部⑫小学女子1部Ｂ

彦根ワイルドキッズ

鳥取Jrクラブ

糸生スポーツ少年団

Echizen HOMES²

中学女子3年③

中学男子1部⑫

玖珂ＨＣ

6 11:30
小学男子2部Ｄ

7

小学男子2部Ｆ 小学女子1部Ｃ
篠山ジュニア

12:00
小学男子2部Ｇ 中学男子1部⑪

8 12:30
小学男子2部Ｇ 小学男子2部Ｅ

可児UNICジュニア

島本クラブ奈良ジュニア

長泉少年団ゴリサンズ

常磐・糸生ボーイズ

ちびっこ HOMES²

鳥取JrHC

中学男子1部⑨
熊山クラブ

可児UNIC少年団
春照レインボー

中学男子1部⑩ 小学女子2部Ｃ 中学女子1部⑨

5 11:00
小学男子2部Ａ 小学男子2部Ｂ

山東スポーツ少年団 高石市スポーツ少年団

彦根ファイターズ

準決勝

小学男子2部Ｃ

Echizen HOMES²

準決勝 準決勝

朝日ダイヤモンズ

篠山ブラックビーンズ

4 10:30
中学男子2部① 中学男子2部② 中学男子3年② 中学女子3年①

2

準決勝

中学男子1部⑥
9:30

3
中学女子1部⑧

中学男子1部④ 中学男子1部⑤ 中学女子1部④

10:00
中学男子1部⑦ 中学男子1部⑧

常磐スポーツ少年団

中学男子3年① 中学女子1部⑦

中学女子1部⑥中学女子1部⑤

中学男子1部③ 中学女子1部① 中学女子1部② 中学女子1部③
9:00

中学男子1部①

第51回西日本６人制ホッケー選手権大会

競技日程表 第2日　2017年３月19日（日）　 □鶴見緑地球技場

競技時間 第１コート 第２コート

1

第３コート 第４コート 第５コート 第６コート

中学男子1部②

8:00 開　　　　門

奥出雲ＨＣ

高石市スポーツ少年団

準決勝

小学女子2部Ｅ

中学女子1部⑩
奈良ジュニア

小学女子2部Ｄ小学女子2部Ｃ
Little STARS

玖珂ＨＣ

春照スポーツ少年団

9 13:00
中学男子2部③ 小学男子2部Ｈ 小学男子2部Ｉ 小学女子1部Ａ

綾川クラブ 朝日チャンピオンズ

小学女子1部Ａ 小学女子2部Ａ
３位決 奥出雲ＨＣ 春照ガッツボーイズ 瑞穂スポーツ少年団 各務原市スポーツ少年団 瀬戸ラズベリー

朝日ガールズ ＫＵＧＡクラブ 各務原ホワイト

10 13:30
中学男子2部④ 中学男子1部⑬ 中学男子1部⑭ 小学女子2部Ｂ 中学女子1部⑬ 中学女子1部⑭

決勝 準決勝 準決勝 糸生ガールズ 準決勝 準決勝
鳥取JrHC

11 14:30
小学男子1部Ａ 中学男子3年④ 中学男子3年③

朝日スポーツ少年団

小学女子2部Ｃ 小学女子2部Ｄ 小学女子2部Ｅ
瑞穂スポーツ少年団 決勝 ３位決 Little STARS 鳥取Jrクラブ SH☆ガールズ

春照レインボー 朝日スマイル 小国町スポーツ少年団

12 15:00
小学男子1部Ｃ 中学男子1部⑯ 中学男子1部⑮ 小学女子2部Ｃ 中学女子1部⑮ 中学女子1部⑯

常磐・糸生少年団 決勝 ３位決 奈良ジュニア ３位決 決勝
鳥取Jrクラブ 高石市スポーツ少年団

13 15:30
小学男子1部Ｃ 小学男子1部Ｂ 小学男子1部Ｄ 小学女子1部Ｂ

春照スポーツ少年団 篠山ジュニア 丹波スポーツ少年団 奥出雲クラブ

小学女子1部C 小学女子1部Ａ
各務原市少年団 彦根ワイルドキッズ 奥出雲クラブ 糸生スポーツ少年団 Echizen HOMES² 瑞穂スポーツ少年団

各務原市スポーツ少年団

14 16:00
小学男子2部Ａ 小学男子2部Ｂ 小学男子2部Ｃ 小学女子1部Ａ 小学女子2部Ｂ 小学女子2部Ａ

山東スポーツ少年団 高石市スポーツ少年団 篠山ブラックビーンズ 朝日ガールズ 彦根ワイルドキッズ 常磐スポーツ少年団

山陽クラブ ウィル大口クラブ 横田小スポーツ少年団 ＫＵＧＡクラブ 鳥取JrHC 各務原ホワイト

15 16:30
小学男子2部Ｄ 小学男子2部Ｅ 小学男子2部Ｆ 小学男子1部Ａ

小国町スポーツ少年団 山戸連合 樋脇スポーツ少年団 KUGAクラブ

小学女子2部Ｄ 小学女子2部Ｅ
熊山クラブ 長泉少年団ゴリサンズ 玖珂ＨＣ 瑞穂スポーツ少年団 玖珂ＨＣ 奥出雲ＨＣ

朝日スマイル 小国町スポーツ少年団

16 17:00
小学男子2部Ｇ 小学男子2部Ｈ 小学男子2部Ｉ 小学女子1部Ｂ 小学女子1部C 小学男子1部Ｃ

鳥取JrHC 奥出雲ＨＣ 春照ガッツボーイズ 篠山ジュニア 春照スポーツ少年団 常磐・糸生少年団
可児UNICジュニア SHCJr ココヒナMIX 伊万里ＦＨＣ 奥出雲クラブ 朝日スポーツ少年団 各務原市少年団

17 17:30
小学男子2部Ｇ 小学男子1部Ｂ 小学男子1部D 小学男子1部Ａ

奈良ジュニア Hiroshima Vista 朝日ボーイズ KUGAクラブ

小学男子2部Ｃ 小学男子1部Ｃ
ちびっこ HOMES² 彦根ワイルドキッズ 奥出雲クラブ 朝日スポーツ少年団 朝日ダイヤモンズ 鳥取Jrクラブ

横田小スポーツ少年団 春照スポーツ少年団

18 18:00
小学男子2部Ａ 小学男子2部Ｈ 小学男子2部Ｉ 小学男子2部Ｅ 小学男子2部Ｆ 小学男子2部Ｂ

Echizen HOMES² 島本クラブ 彦根ファイターズ

山陽クラブ SHCJr ココヒナMIX 伊万里ＦＨＣ 山戸連合 樋脇スポーツ少年団

小国町スポーツ少年団 Hiroshima Vista 朝日ボーイズ

綾川クラブ 朝日チャンピオンズ 常磐・糸生ボーイズ

ウィル大口クラブ

19 18:30
小学男子2部Ｄ 小学男子1部Ｂ 小学男子1部D

20:00 閉　　　　門

※全試合１２分ハーフ

可児UNIC少年団 篠山ジュニア 丹波スポーツ少年団


