
2月19日(金）

第1試合 男 札幌南ｖｓ滝川 男 札幌西陵ｖｓ北見藤 男 札幌光星ｖｓ帯広三条 男 小樽潮陵ｖｓ室蘭栄 第1試合 女 名寄ｖｓ札幌大谷 女 遺愛女子ｖｓ旭川藤星

９：００～ TO 稚内女子 TO 札幌東商業女子 TO 北星学園女子 TO 釧路明輝女子 １１：００～ ＴＯ 帯広三条女子 ＴＯ 小樽双葉女子

第2試合 男 下川商業ｖｓ函ラサール 男 北見緑陵ｖｓ東海付属 男 駒大苫ｖｓ釧路工業 男 帯広大谷ｖｓ留萌 第2試合 女 山の手ｖｓ帯広三条 女 小樽双葉ｖｓ北海

１０：３０～ TO 勝ちＴＯ TO TO 勝ちＴＯ TO ※１３：００～ ＴＯ 勝ちＴＯ ＴＯ 勝ちＴＯ

第3試合 女 稚内ｖｓ北見藤 女 室蘭東翔ｖｓ札東商 女 北星女子ｖｓ道栄 女 釧路明輝ｖｓ岩見沢緑陵 第3試合 女 白樺学園ｖｓ札幌北斗 女 海星学院ｖｓ苫南

１２：００～ TO 勝ちＴＯ TO Ｂ１の勝者 TO 勝ちＴＯ TO 帯広大谷男子 １４：３０～ ＴＯ 山の手女子 ＴＯ 北海女子

第4試合 女 函館中部ｖｓ釧路北陽 女 小樽潮陵ｖｓ東海付属 女 留萌ｖｓ函館大妻 女 北見柏陽ｖｓ旭川南 第4試合 女 とわ三愛ｖｓ滝川西 女 旭川明成ｖｓ帯広大谷

１３：３０～ TO 北見藤女子 TO TO TO 岩見沢緑陵女子 １６：００～ ＴＯ 勝ちＴＯ ＴＯ

第5試合 男 道栄ｖｓ旭川工業 男 稚内大谷ｖｓ北星附属 男 釧路江南ｖｓ小樽桜陽 男 函館有斗ｖｓ札幌日大

１５：００～ TO 勝ちＴＯ TO 小樽潮陵女子 TO 函館大妻女子 TO 勝ちＴＯ

第6試合 男 岩見沢緑陽ｖｓ旭川大学 男 旭川西ｖｓ釧路北陽 男 白樺学園ｖｓ函館大谷 男 海星学院ｖｓ札幌工業

１６：３０～ TO 勝ちＴＯ TO 勝ちＴＯ TO 勝ちＴＯ TO 勝ちＴＯ

2月20日(土）

第1試合 女 17・18ｖｓ19・20 女 21・22ｖｓ23・24 女 9・10vｓ帯広大谷 女 13・14ｖｓ15・16

９：００～ ＴＯ 男子25・26の勝ち ＴＯ 男子29・30の勝ち ＴＯ 男子5・6の勝ち ＴＯ 帯広大谷男子

第2試合 女 25・26ｖｓ小樽潮陵 女 29・30ｖｓ31・32 女 1・2ｖｓ３・4 女 函館大妻ｖｓ７・8

１０：３０～ ＴＯ 勝ちＴＯ ＴＯ 勝ちＴＯ ＴＯ 勝ちＴＯ ＴＯ 勝ちＴＯ

第3試合 男 25・26ｖｓ27・28 男 29・30ｖｓ北見緑陵 男 1・2ｖｓ帯広大谷 男 ５・６ｖｓ７・8

１２：００～ ＴＯ 勝ちＴＯ ＴＯ 勝ちＴＯ ＴＯ 勝ちＴＯ ＴＯ 勝ちＴＯ

第4試合 男 17・18ｖｓ19・20 男 21・22ｖｓ23・24 男 9・10vｓ11・12 男 13・14ｖｓ15・16

１３：３０～ ＴＯ 男子27・28の勝ち ＴＯ 北見緑陵男子 ＴＯ 男子1・2の勝ち ＴＯ 男子7・8の勝ち

第5試合 女 第１Ａ勝ｖｓＢ勝 女 第2Ａ勝ｖｓＢ勝 女 第2Ｃ勝ｖｓＤ勝 女 第１Ｃ勝ｖｓＤ勝

１５：００～ ＴＯ 勝ちＴＯ ＴＯ 勝ちＴＯ ＴＯ 勝ちＴＯ ＴＯ 勝ちＴＯ

第6試合 男 第4Ａ勝ｖｓＢ勝 男 第３Ａ勝ｖｓＢ勝 男 第3Ｃ勝ｖｓＤ勝 男 第3Ｃ４勝ｖｓＤ４勝

１６：３０～ ＴＯ 勝ちＴＯ ＴＯ 勝ちＴＯ ＴＯ 勝ちＴＯ ＴＯ 勝ちＴＯ
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※（　）内は千歳スポーツセンター内のコート表記です。

今大会はコロナウイルス感染症予防のため、TOについても参加チームにお願いをしています。

予定表を見て忘れないよう気をつけて下さい。TOはテーブル席に4名。モッパーは4名（いなければ2名）でお願いします。

Ａコート Ｂコート Ｃコート

は棄権にともない試合がなくなったコートです。

※対戦予定だったチームが練習する場合があります。

北海きたえーる会場 千歳スポーツセンター(女子会場）

北海きたえーる会場

Ｄコート Ｅ（A)コート Ｆ（B)コート

ＤコートＣコートＢコートＡコート
TOの割り当てが、男女で同じ学校になってし

まった場合は、担当するコートを入れ替える場

合があります。その際はチームにご連絡します

のでよろしくお願いします。

TOの筆記用具は、コロナウイル

ス感染症の予防のため各自でご準

備願います。



2月21日(日）

第1試合

９：３０～ ＴＯ ＨＢＡ ＴＯ ＨＢＡ

第2試合

１１：００～ ＴＯ ＨＢＡ ＴＯ ＨＢＡ

第3試合

１２：３０～ ＴＯ ＨＢＡ ＴＯ ＨＢＡ

第4試合

１４：００～ ＴＯ ＨＢＡ ＴＯ ＨＢＡ

・第１試合担当のチームは試合開始の１５分前にはTO席について下さい。

・TOを行う際は会場内に、必ずスタッフも会場内にいるようにしてください。

・事前にTO（最低６名）の人員がいない場合は、ご連絡下さい。（森岡携帯090－7518－5073）

・参加チームに棄権などがあった場合は、予定を変更する場合があります。

・試合後速やかにTO席についてください。

・「勝ちTO」はその試合の前の試合の勝ちチームにTOをやって頂くということです。

・恐れいりますが、TOの時間を考慮して会場にご入場、あるいは退館の予定をたててください。

Ｂコートアップ場所 Ｃコートアップ場所

女子準決勝女子準決勝

男子決勝戦男子3位決定戦

女子決勝戦女子3位決定戦

男子準決勝男子準決勝

ＢコートＡコート

・第1試合TOが当たっているチームは、第1試合のチーム入場時間からご入場できます。その際必ずスタッフが一緒に入場して下さい。

・TO担当者とチームの他の方が別々に入場する場合は、「入場者名簿」に先に全員の名前を記入の上、受付でその旨を伝えて下さい。
 「チェックリスト」は各々が入場の際に提出して下さい。

                                                   ※HBA（北海道バスケットボール協会）

北海きたえーる会場

ＤコートＣコート


