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予選リーグ組み合わせ表
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一般男子Aブロック 刪齡ﾊ男子Bブロック 劍自Lｩ&ｨ��87X8ﾘ6(4���ｩLｩ&ｨ��H7X8ﾘ6(4���津#�5(�ｸ6r���

_-J7.18コート ■ゝ �-9,20j-+ 剳�ﾈ耳璽津#�5(�ｸ6r�

★ 仍ﾘｧ�<T��★11 ��ﾈｧ��"���｢�`ルーベリーズ井 ��｣��i親球会 !埼玉大ノミニケ-シ圭ン lブルーベリーズ蟻 ����8��

圃エヴルーベリーズ端 �� 貯thﾅ(橙�㊨ �-ﾂ�.越uED2�② 

㊨ 綿甁凛y�9�Xｧtr�u9�8-�486ｨ984�5h8x6(6t"�③ ��X7X8ｸ�ｸ7ﾘ4X986V����醸立正大学F �"�

㊨ ��④ ��

一般男子Eブロック 刪齡ﾊ男子Fブロック 刪齡ﾊ男子Gブロック 刪齡ﾊ男子Hブロック 23,24コート 
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一般男子1位トーナメント(18 劔-20コート) 
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