
期　日

会　場

コート 第１試合 第２試合 第３試合 第４試合 コート 第１試合 第２試合 第３試合 第４試合

a

(下益城城南中)

　主審(協会)

　副審(菊鹿)

　補助員(菊鹿)

　主審(協会)

　副審(a1の敗者)

　補助員(a1の敗者)

n

（熊本西原中）

　主・副(n2の両者)

　補助員(n2の両者)

　主・副(n1の両者)

　補助員(n1の勝者)

　主審(協会)

　副審(n2の勝者)

　補助員(n2の勝者)

　主審(協会)

　副審(n3の勝者)

　補助員(n3の勝者)

b

(下益城城南中)

　主・副(b2の両者)

　補助員(b2の両者)

　主・副(b1の両者)

　補助員(b1の両者)

　主・副(b1b2の敗者)

　補助員(b1b2の敗者)

o

（熊本西原中）

　主・副(o2の両者)

　補助員(o2の両者)

　主・副(o1の両者)

　補助員(o1の両者)

　主・副(o1o2の敗者)

　補助員(o1o2の敗者)

c

（甲佐中）

　主・副(c2の両者)

　補助員(c2の両者)

　主・副(c1の両者)

　補助員(c1の両者)

　主・副(c1c2の敗者)

　補助員(c1c2の敗者)

p

（白川中）

　主・副(p2の両者)

　補助員(p2の両者)

　主・副(p1の両者)

　補助員(p1の両者)

　主・副(p1p2の敗者)

　補助員(p1p2の敗者)

d

（甲佐中）

　主・副(d2の両者)

　補助員(d2の両者)

　主・副(d1の両者)

　補助員(d1の両者)

　主・副(d1d2の敗者)

　補助員(d1d2の敗者)

q

（白川中）

　主・副(q2の両者)

　補助員(q2の両者)

　主・副(q1の両者)

　補助員(q1の両者)

　主・副(q1q2の敗者)

　補助員(q1q2の敗者)

e

（桜木中）

　主・副(e2の両者)

　補助員(e2の両者)

　主・副(e1の両者)

　補助員(e1の両者)

　主・副(e1e2の敗者)

　補助員(e1e2の敗者)

r

（三和中）

　主・副(r2の両者)

　補助員(r2の両者)

　主・副(r1の両者)

　補助員(r1の両者)

　主・副(r1r2の敗者)

　補助員(r1r2の敗者)

f

（熊本城南中）

　主・副(f2の両者)

　補助員(f2の両者)

　主・副(f1の両者)

　補助員(f1の両者)

　主・副(f1f2の敗者)

　補助員(f1f2の敗者)

s

（三和中）

　主・副(s2の両者)

　補助員(s2の両者)

　主・副(s1の両者)

　補助員(s1の勝者)

　主審(協会)

　副審(s2の勝者)

　補助員(s2の勝者)

　主審(協会)

　副審(s3の勝者)

　補助員(s3の勝者)

g

（熊本城南中）

　主・副(g2の両者)

　補助員(g2の両者)

　主・副(g1の両者)

　補助員(g1の勝者)

　主審(協会)

　副審(g2の勝者)

　補助員(g2の勝者)

　主審(協会)

　副審(g3の勝者)

　補助員(g3の勝者)

t

（力合中）

　主・副(t2の両者)

　補助員(t2の両者)

　主・副(t1の両者)

　補助員(t1の勝者)

　主審(協会)

　副審(t2の勝者)

　補助員(t2の勝者)

　主審(協会)

　副審(t3の勝者)

　補助員(t3の勝者)

h

（益城中）

　主・副(h2の両者)

　補助員(h2の両者)

　主・副(h1の両者)

　補助員(h1の勝者)

　主審(協会)

　副審(h2の勝者)

　補助員(h2の勝者)

　主審(協会)

　副審(h3の勝者)

　補助員(h3の勝者)

u

（力合中）

　主・副(u2の両者)

　補助員(u2の両者)

　主・副(u1の両者)

　補助員(u1の両者)

　主・副(u1u2の敗者)

　補助員(u1u2の敗者)

i

（益城中）

　主・副(i2の両者)

　補助員(i2の両者)

　主・副(i1の両者)

　補助員(i1の両者)

　主・副(i1i2の敗者)

　補助員(i1i2の敗者)

v

（飽田中）

　主・副(v2の両者)

　補助員(v2の両者)

　主・副(v1の両者)

　補助員(v1の両者)

　主・副(v1v2の敗者)

　補助員(v1v2の敗者)

j

（甲佐ﾄﾚｾﾝ）

　主・副(j2の両者)

　補助員(j2の両者)

　主・副(j1の両者)

　補助員(j1の両者)

　主・副(j1j2の敗者)

　補助員(j1j2の敗者)

w

（飽田中）

　主・副(w2の両者)

　補助員(w2の両者)

　主・副(w1の両者)

　補助員(w1の両者)

　主・副(w1w2の敗者)

　補助員(w1w2の敗者)

k

（甲佐ﾄﾚｾﾝ）

　主・副(k2の両者)

　補助員(k2の両者)

　主・副(k1の両者)

　補助員(k1の両者)

　主・副(k1k2の敗者)

　補助員(k1k2の敗者)

x

（鹿南中）

　主・副(x2の両者)

　補助員(x2の両者)

　主・副(x1の両者)

　補助員(x1の両者)

　主・副(x1x2の敗者)

　補助員(x1x2の敗者)

l

（湖東中）

　主・副(l2の両者)

　補助員(l2の両者)

　主・副(l1の両者)

　補助員(l1の両者)

　主・副(l1l2の敗者)

　補助員(l1l2の敗者)

y

（鹿南中）

　主・副(y2の両者)

　補助員(y2の両者)

　主・副(y1の両者)

　補助員(y1の勝者)

　主審(協会)

　副審(y2の勝者)

　補助員(y2の勝者)

　主審(協会)

　副審(y3の勝者)

　補助員(y3の勝者)

m

（湖東中）

　主・副(m2の両者)

　補助員(m2の両者)

　主・副(m1の両者)

　補助員(m1の勝者)

　主審(協会)

　副審(m2の勝者)

　補助員(m2の勝者)

　主審(協会)

　副審(m3の勝者)

　補助員(m3の勝者)

会　場

コート 第１試合 第２試合 第３試合 第４試合

A

（託麻中）

主・副(A2の両者)

補助員(A2の両者)

主・副(A1の両者)

補助員(A1の勝者)

　主審（協会）

　副審（A2の敗者）

　補助員(A2の敗者)

　主審（協会）

　副審（協会）

　補助員(A3の敗者)

B

（託麻中）

主・副(B2の両者)

補助員(B2の両者)

主・副(B1の両者)

補助員(B1の勝者)

　主審（協会）

　副審（B2の敗者）

　補助員(B2の敗者)

C

（富合中）

主・副(C2の両者)

補助員(C2の両者)

主・副(C1の両者)

補助員(C1の勝者)

　主審（協会）

　副審（C2の敗者）

　補助員(C2の敗者)

　主審（協会）

　副審（協会）

　補助員(C3の敗者)

D

（富合中）

主・副(D2の両者)

補助員(D2の両者)

主・副(D1の両者)

補助員(D1の勝者)

　主審（協会）

　副審（D2の敗者）

　補助員(D2の敗者)

E

（江原中）

主・副(E2の両者)

補助員(E2の両者)

主・副(E1の両者)

補助員(E1の勝者)

　主審（協会）

　副審（E2の敗者）

　補助員(E2の敗者)

　主審（協会）

　副審（協会）

　補助員(E3の敗者)

F

（江原中）

主・副(F2の両者)

補助員(F2の両者)

主・副(F1の両者)

補助員(F1の勝者)

　主審（協会）

　副審（F2の敗者）

　補助員(F2の敗者)

G

（日吉中）

主・副(G2の両者)

補助員(G2の両者)

主・副(G1の両者)

補助員(G1の勝者)

　主審（協会）

　副審（G2の敗者）

　補助員(G2の敗者)

　主審（協会）

　副審（協会）

　補助員(G3の敗者)

H

（日吉中）

主・副(H2の両者)

補助員(H2の両者)

主・副(H1の両者)

補助員(H1の勝者)

　主審（協会）

　副審（H2の敗者）

　補助員(H2の敗者)

第４４回　熊本県中学新人バレーボール大会兼九州中学校バレーボール選抜優勝大会熊本県予選会

審判・生徒補助員割り当て

【　女　子　】

令和５年１月２８日（土）～２９日（日）

２９日（日）【女子】託麻中(Ａ･Ｂ)／富合中(C・D)／江原中(E・F)／日吉中(G･H)

２８日（土）

＜　注　意　事　項　＞２９日（日）

２８日（土）【女子】下益城城南中（a･b）/甲佐中（c･d）/桜木中（e）/熊本城南中（f･g）/益城中（h･i）/甲佐トレセン（j･k）

　　　　　　　　　　湖東中（l･m）/熊本西原中（n･o）/白川中（q･p）/三和中（r･s）/力合中（t･u）/飽田中（v･w）/鹿南中（x･y）

　①各チーム最低1試合は、レフェリーの割当がありますので、長短のホイッスルの

　　準備をお願いします。また、チームスタッフでレフェリーができない場合は、

　　各チームで必ず帯同審判員の確保をお願いします。割当の試合は責任をもって

　　試合進行をお願いします。

　②生徒補助員は、ラインジャッジ4名、スコアラー2名、点示2名、

　　相互審の場合は、それぞれ半数ずつ。

　

＜新型コロナ感染対策について＞

　①ファーストレフェリー・セカンドレフェリー(マスク着用)

　　ラインジャッジ(マスク着用)　点示(マスク着用)

　　スコアラー(マスク着用)

　②各チーム準備物

　・長短ホイッスル・マスク・スコアラー用筆記用具

　※筆記用具は、必ず各チームで持参ください。


