
◆第38回文部科学大臣杯全日本アルティメット選手権大会／西日本地区オープン予選／予選リーグ表◆

OAリーグ 大阪体育大学
ボーシャーズ トリガー 近畿大学
マフィア 和歌山大学
ネイキッドブラザーズ 佛教大学
サリアンジョセフ 勝 負 分 得 失
平均
差

平均
得

順位

大阪体育大学
ボーシャーズ

（OA1） （OA2） （OA4） （OA7）

トリガー （OA3） （OA5） （OA8）

近畿大学
マフィア

（OA6） （OA9）

和歌山大学
ネイキッドブラザーズ

（OA10）

佛教大学
サリアンジョセフ

OBリーグ 大阪スピリッツ ヒートヘイズ レイカーズ改 びわこ成蹊スポーツ大学
レイカーズ 四天王寺大学
ハーツ 勝 負 分 得 失
平均
差

平均
得

順位

大阪スピリッツ （OB1） （OB2） （OB4） （OB7）

ヒートヘイズ （OB3） （OB5） （OB8）

レイカーズ改 （OB6） （OB9）

びわこ成蹊スポーツ大学
レイカーズ

（OB10）

四天王寺大学
ハーツ

OCリーグ チベッツ 同志社大学
マジック 京都大学
ブリーズ 関西学院大学
アローズ グルーヴ 勝 負 分 得 失
平均
差

平均
得

順位

チベッツ （OC1） （OC2） （OC4） （OC7）

同志社大学
マジック

（OC3） （OC5） （OC8）

京都大学
ブリーズ

（OC6） （OC9）

関西学院大学
アローズ

（OC10）

グルーヴ
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◆第38回文部科学大臣杯全日本アルティメット選手権大会／西日本地区オープン予選／順位トーナメント表◆

<1～6位決定トーナメント>
予選リーグ 暫定1位

＜3位決定戦＞ 3位
OT3負

予選リーグ 暫定4位

OT4負
1位

予選リーグ 暫定5位

予選リーグ 暫定3位

＜5位決定戦＞ 5位
OT1負

予選リーグ 暫定6位

OT2負
予選リーグ 暫定2位

OT6

OT1

OT7

OT2

OT3

OT4

OT5
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◆第38回文部科学大臣杯全日本アルティメット選手権大会／西日本地区オープン予選／順位トーナメント表◆

<7～12位決定トーナメント>
予選リーグ 暫定7位

＜9位決定戦＞ 9位
OT10負

予選リーグ 暫定10位

OT11負
7位

予選リーグ 暫定11位

予選リーグ 暫定9位

＜11位決定戦＞ 11位
OT8負

予選リーグ 暫定12位

OT9負
予選リーグ 暫定8位

OT11 OT14

OT9

分 得 失
平均
得

順位
13位～15位

決定リーグ(OD)
勝 負

予選リーグ 暫定13位

予選リーグ 暫定14位

（OD1）

OT10
OT13

OT8

予選リーグ 暫定15位

予選リーグ 暫定13位 予選リーグ 暫定14位 予選リーグ 暫定15位

（OD2）

（OD3）

平均
差

OT12
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◆第38回文部科学大臣杯全日本アルティメット選手権大会／西日本地区ウィメン予選／予選リーグ表◆

WAリーグ 大阪体育大学
ボーシャーズ 博多ハッカーズ 近畿大学
マフィア 佛教大学
サリアンジョセフ ヘイホー 勝 負 分 得 失
平均
差

平均
得

順位

大阪体育大学
ボーシャーズ

（WA1） （WA2） （WA4） （WA7）

博多ハッカーズ （WA3） （WA5） （WA8）

近畿大学
マフィア

（WA6） （WA9）

佛教大学
サリアンジョセフ

（WA10）

ヘイホー

WBリーグ バディーズ びわこ成蹊スポーツ大学
レイカーズ 遊 関西学院大学
アローズ レイカーズ改 勝 負 分 得 失
平均
差

平均
得

順位

バディーズ （WB1） （WB2） （WB4） （WB7）

びわこ成蹊スポーツ大学
レイカーズ

（WB3） （WB5） （WB8）

遊 （WB6） （WB9）

関西学院大学
アローズ

（WB10）

レイカーズ改
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◆第38回文部科学大臣杯全日本アルティメット選手権大会／西日本地区ウィメン予選／順位決定トーナメント表◆

<1～6位決定トーナメント>

予選リーグ 暫定1位
＜3位決定戦＞ 3位

WT3負

予選リーグ 暫定4位

WT4負
1位

予選リーグ 暫定5位

予選リーグ 暫定3位

＜5位決定戦＞ 5位
WT1負

予選リーグ 暫定6位

WT2負
予選リーグ 暫定2位

WT7

WT3
WT6

WT1

WT5

WT2

WT4
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◆第38回文部科学大臣杯全日本アルティメット選手権大会／西日本地区ウィメン予選／順位決定トーナメント表◆

<7～12位決定トーナメント>

予選リーグ 暫定7位
＜9位決定戦＞ 9位

WT8負
7位

予選リーグ 暫定10位

WT9負

予選リーグ 暫定9位

予選リーグ 暫定8位

WT11

WT8

WT9

WT10
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◆第38回文部科学大臣杯全日本アルティメット選手権大会／西日本地区予選／タイムスケジュール◆

＜9月21日（土曜）＞
# 時間 第1コート 第2コート 第3コート 第4コート 第5コート 第6コート

9:00 大阪体育大学
ボーシャーズ トリガー 大阪スピリッツ ヒートヘイズ チベッツ 同志社大学
マジック
～ OA7 OA5 OB7 OB5 OC7 OC5

10:20 佛教大学
サリアンジョセフ 和歌山大学
ネイキッドブラザーズ 四天王寺大学
ハーツ びわこ成蹊スポーツ大学
レイカーズ グルーヴ 関西学院大学
アローズ
10:20 大阪体育大学
ボーシャーズ 博多ハッカーズ バディーズ びわこ成蹊スポーツ大学
レイカーズ

～ WA7 WA5 WB7 WB5
11:40 ヘイホー 佛教大学
サリアンジョセフ レイカーズ改 関西学院大学
アローズ
11:40 トリガー 和歌山大学
ネイキッドブラザーズ ヒートヘイズ びわこ成蹊スポーツ大学
レイカーズ 同志社大学
マジック 関西学院大学
アローズ

～ OA3 OA10 OB3 OB10 OC3 OC10
13:00 近畿大学
マフィア 佛教大学
サリアンジョセフ レイカーズ改 四天王寺大学
ハーツ 京都大学
ブリーズ グルーヴ
13:00 博多ハッカーズ 佛教大学
サリアンジョセフ びわこ成蹊スポーツ大学
レイカーズ 関西学院大学
アローズ

～ WA3 WA10 WB3 WB10
14:20 近畿大学
マフィア ヘイホー 遊 レイカーズ改
14:20 大阪体育大学
ボーシャーズ 大阪スピリッツ チベッツ

～ OA2 OB2 OC2
15:40 近畿大学
マフィア レイカーズ改 京都大学
ブリーズ
15:40 大阪体育大学
ボーシャーズ バディーズ

～ WA2 WB2
17:00 近畿大学
マフィア 遊 

＜9月22日（日曜）＞
# 時間 第1コート 第2コート 第3コート 第4コート 第5コート 第6コート

9:00 大阪体育大学
ボーシャーズ 博多ハッカーズ バディーズ びわこ成蹊スポーツ大学
レイカーズ

～ WA4 WA8 WB4 WB8
10:20 佛教大学
サリアンジョセフ ヘイホー 関西学院大学
アローズ レイカーズ改
10:20 大阪体育大学
ボーシャーズ トリガー 大阪スピリッツ ヒートヘイズ チベッツ 同志社大学
マジック

～ OA4 OA8 OB4 OB8 OC4 OC8
11:40 和歌山大学
ネイキッドブラザーズ 佛教大学
サリアンジョセフ びわこ成蹊スポーツ大学
レイカーズ 四天王寺大学
ハーツ 関西学院大学
アローズ グルーヴ
11:40 大阪体育大学
ボーシャーズ 近畿大学
マフィア バディーズ 遊 

～ WA1 WA6 WB1 WB6
13:00 博多ハッカーズ 佛教大学
サリアンジョセフ びわこ成蹊スポーツ大学
レイカーズ 関西学院大学
アローズ
13:00 大阪体育大学
ボーシャーズ 近畿大学
マフィア 大阪スピリッツ レイカーズ改 チベッツ 京都大学
ブリーズ

～ OA1 OA6 OB1 OB6 OC1 OC6
14:20 トリガー 和歌山大学
ネイキッドブラザーズ ヒートヘイズ びわこ成蹊スポーツ大学
レイカーズ 同志社大学
マジック 関西学院大学
アローズ
14:20 近畿大学
マフィア 遊 

～ WA9 WB9
15:40 ヘイホー レイカーズ改
15:40 近畿大学
マフィア レイカーズ改 京都大学
ブリーズ

～ OA9 OB9 OC9
17:00 佛教大学
サリアンジョセフ 四天王寺大学
ハーツ グルーヴ
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◆第38回文部科学大臣杯全日本アルティメット選手権大会／西日本地区予選／タイムスケジュール◆

＜9月23日（月曜）＞
# 時間 第1コート 第2コート 第3コート 第4コート 第5コート 第6コート

9:00
～ OT1 OT2 OT8 OT9 WT1 WT2

10:20
10:20

～ WT8 WT9 OD3
11:40
11:40

～ OT3 OT4 WT3 WT4 OT10 OT11
13:00
13:00

～ OT7（5決） WT10 WT7（5決） OT14 WT11 OD2
14:20
14:20

～ OT5（1決） OT6（3決） WT5（1決） WT6（3決） OT12 OT13
15:40
15:40

～ OD1
17:00

4

5

6

1

2

3
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◆第38回文部科学大臣杯全日本アルティメット選手権大会／西日本地区予選／フィールドマップ◆
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