
松江一中 松江二中 湖北中 附属中 島根中 安来一中
Ｕ１５島根

スサノオマジック 勝－敗 順位

松江一中 －

松江二中 －

湖北中 －

附属中 －

島根中 －

安来一中 －

Ｕ１５島根
スサノオマジック －

TO TO

第１試合 　９：００～ 附属 第１試合 　９：００～ 安来一

第２試合 １０：２０～ 松江二 第２試合 １０：２０～ 附属

第３試合 １１：４０～ 安来一 第３試合 １１：４０～ 松江一

第４試合 １３：００～ 島根 第４試合 １３：００～ ｽｻﾉｵ

第５試合 １４：２０～ 湖北 第５試合 １４：２０～ 島根

第６試合 １５：４０～ ｽｻﾉｵ 第６試合 １５：４０～ 松江二

TO TO

第１試合 　９：００～ 松江一 第１試合 　９：００～ 湖北

第２試合 １０：２０～ 安来一 第２試合 １０：２０～ 松江一

第３試合 １１：４０～ 湖北 第３試合 １１：４０～ 島根

第４試合 １３：００～ 松江二

第５試合 １４：２０～ ｽｻﾉｵ

第６試合 １５：４０～ 附属

③３チーム以上の勝ち数が同じ場合は、負け数の少ないチーム、関係チームのゲームの得失点差の多いチーム、総得点の多いチーム、

　 総失点の少ないチームの順で決定する。決まらない場合は、同率順位とする。

島　 根　－　 ｽｻﾉｵ

附　 属　－　松江一

松江二　－　湖　 北

【順位決定方法】

①勝ち数の多いチームを上位とする。

②２チームの勝ち数が同じの場合は、関係チームの対戦での勝ちチームを上位とする。

安来一　－　附　 属 松江一　－　安来一

ｽｻﾉｵ 　－　湖　 北 松江二　－　島　 根

松江一　－　松江二 湖　 北　－　附　 属

Ａコート Ａコート

湖　 北　－　安来一 島　 根　－　松江一

附　 属　－　島　 根 安来一　－　 ｽｻﾉｵ

松江一　－　湖　 北 湖　 北　－　島　 根

ｽｻﾉｵ　　－　附　 属 松江二　－　安来一

島　 根　－　安来一 ｽｻﾉｵ 　－　松江一

　１月１９日（土）　会場　湖東中学校体育館

１２月１５日（土）　会場　島根中学校体育館

　２月　９日（土）　会場　湖南中学校体育館

松江二　－  ｽｻﾉｵ　 附　 属　－　松江二

U15LEAGUE.shimane2018（男子松江橋北・安来リーグ）

※試合時間　　８－２－８　（１０）　８－２－８　　（延長戦なし）　※次の試合開始までは、少なくとも１０分間はあける

１０月２８日（日）　会場　松江四中学校体育館

Ａコート Ａコート



松江三中 湖南中 松江四中 湖東中 宍道中 東出雲中 開星中 勝－敗 順位

松江三中 －

湖南中 －

松江四中 －

湖東中 －

宍道中 －

東出雲中 －

開星中 －

TO TO

第１試合 　９：００～ 湖東 第１試合 　９：００～ 東出雲

第２試合 １０：２０～ 湖南 第２試合 １０：２０～ 湖東

第３試合 １１：４０～ 東出雲 第３試合 １１：４０～ 松江三

第４試合 １３：００～ 宍道 第４試合 １３：００～ 開星

第５試合 １４：２０～ 松江四 第５試合 １４：２０～ 宍道

第６試合 １５：４０～ 開星 第６試合 １５：４０～ 湖南

TO TO

第１試合 　９：００～ 松江三 第１試合 　９：００～ 松江四

第２試合 １０：２０～ 東出雲 第２試合 １０：２０～ 松江三

第３試合 １１：４０～ 松江四 第３試合 １１：４０～ 宍道

第４試合 １３：００～ 湖南

第５試合 １４：２０～ 開星

第６試合 １５：４０～ 湖東

③３チーム以上の勝ち数が同じ場合は、負け数の少ないチーム、関係チームのゲームの得失点差の多いチーム、総得点の多いチーム、

　 総失点の少ないチームの順で決定する。決まらない場合は、同率順位とする。

宍 　道　－　開　 星

湖　 東　－　松江三

湖　 南　－　松江四

【順位決定方法】

①勝ち数の多いチームを上位とする。

②２チームの勝ち数が同じの場合は、関係チームの対戦での勝ちチームを上位とする。

東出雲　－　湖　 東 松江三　－　東出雲

開　 星　－　松江四 湖　 南　－　宍 　道

松江三　－　湖　 南 松江四　－　湖　 東

Ｂコート Ｂコート

松江四　－　東出雲 宍　 道　－　松江三

湖　 東　－　宍　 道 東出雲　－　開　 星

松江三　－　松江四 松江四　－　宍　 道

開 　星　－　湖　 東 湖　 南　－　東出雲

宍　 道　－　東出雲 開　 星　－　松江三

　１月１９日（土）　会場　湖東中学校体育館 　２月　９日（土）　会場　湖南中学校体育館

湖　 南　－　開　 星 湖　 東　－　湖　 南

U15LEAGUE.shimane2018（男子松江橋南リーグ）

※試合時間　　８－２－８　（１０）　８－２－８　　（延長戦なし）　※次の試合開始までは、少なくとも１０分間はあける

１０月２８日（日）　会場　松江四中学校体育館

Ｂコート Ｂコート

１２月１５日（土）　会場　島根中学校体育館


