
2018福岡県小学生ドッジボール新人戦
各リーグ全チームトーナメントに上がります

隔翳　対戦しない組合せです

高学年の部A

Aリーグ ��1 �2 �3 �4 �5 �‾　6 �‾　7 �8 �9 ��＿10 �勝I分i貫 �内野 �人数 �順位 
勝点 �＿目 �相 

－1 �RickYS �＼ �（」 � �（） �し＼ � �（」 �（」 � ��× �5iOll �51 �41 �2 
8　7 ��Ti5 �10i6 � �9i8 �9i6 ���8i9 �10 

2 �勝山ドッジファイターズ �× �＼ �× � �× �× � �（） �（J �� �21014 �46 �42 �8 
7　8 ��711 ��TilO �3I9 ��11il �11i3 ���4 

3 �三日月ブラックドラゴン � �C） �＼ �（⊃ � �× �（J � �（」 ��× �41012 �56 �39 �3 
117 ��115 ��819 �9IT ��11i4 ��6iT �8 

41 �BLACK　DEVlLS �× � �× �＼ �× � �△ �（） � � �× �1i114 �39 �53 �9 
5　7 ��511 ��810 ��818 �11i6 ���2ill �3 

5 �真津山ももだろう �× �し） � �（） �＼ �× � �し） �× �� �31013 �43 �53 �5 
6ilO �10iT ��10　8 ��211 � �716 �8ill �� �6 

6 �柳川フィフティーン � �（） �し） � �（」 �＼ �（） � �△ ��（⊃ �5iliO �53 �27 �1 
9i3 �918 � �112 ��6　4 ��TiT ��1113 �11 

7 �朝川ソレイユ　ー �× � �× �△ � �× �＼ �（」 � ��（） �2ili3 �41 �33 �7 
8　9 ��719 �818 � �4　6 ��8　1 � ��610 �5 

81 �N2☆DODGE魂‾ �× �× � �× �× � �× �＼ �× �� �OIOi6 �26 �53 �10 
619 �1ill � �6111 �6iT ��1　8 ��6　7 ���0 

9 �泉フアイタ⊥ズ � �× �× � �し： �△ � �（」 �＼ ��C〉 �3ili2 �41 �50 �4 
3ill �4ill � �1118 �7iT ��7　6 ���917 �7 

10 �若宮キッズ �（） � �（） �（」 � �× �× � �× ��＼ �3IOi3 �37 �42 �6 
9　8 � �716 �11i2 � �3111 �Oi6 � �7　9 ���6 

Biリーグ ��1 �2 �3 ��4 ��5 �6 �7 �8 �9　‾ ���10 ��勝1分i負 �内野 �人数 �順位 ‾陽息 �目 �相 

11 �下関NEC・Dきつす �＼ �（J � ��× ��C � �（J �△ � � � �（） ��4ilil �56 �40 �3 
119 ���‾8i9 ��Ti6 ��11i4 �9i9 � � � �1013 ��9 

12‾ �有憧　NEW　STARs �× �＼ �（） �� � �Ci �× � �し） �（） ��� ��4iOi2 �50 �41 �4 
911 ��8　5 ����9i6 �Tl8 ��9I6 �8i5 �����8 

13 �ATヴアイパーズ � �× �＼ ��× �� �C〉 �△ � �（） ���（⊃ ��3ili2 �51 �37 �5 
5　8 ���610 �� �gi4 �9i9 ��10i6 ���12iO ��T 

14 �SE　LINKS �し） � �（⊃ ��＼ ��ei � �くつ �（） � � � �（」 ��6iOiO �59 �31 �1 
9　8 � �10　6 ����9　6 � �1016 �1014 � � � �11il ��12 

15 �ストロング鰻重 �× �× � � �× ��＼ �× � �× �× ��� ��01016 �34 �49 �9 
617 �6I9 ���6　9 ���5　7 � �619 �5i8 ��� � �0 

＿16 �東罷ライジング助パティ÷ � �（） �× �� ��（J �＼ �（） � �（） ���くつ ��51011 �45 �35 �2 
BiT �419 �� ��7　5 ��9　6 ��1016 ���712 ��10 

華 �鳥飼オリオンズ �× � �△ ��× �� �× �＼ �× � � � �（⊃ ��1ili4 �39 �56 �8 411 � �919 ��6ilO �� �6　9 ��510 �� ��9iT ��3 

18 �東朽網ライジングサン／ �△ �× � � �× ��（」 � �（J �＼ �（） ��� ��31112 �49 �43 �6 
919 �6I9 � ��4110 ��9i6 � �10　5 ��114 �����7 

19 �富軍的少ポ÷ルクラブ � �× �× �� ��Ci �× � �× �＼ ���（） ��210i4 �38 �49 �7 
518 �6110 �� ��815 �6ilO � �4　11 ����915 ��4 

20 �BiG　WAVE　二‾ �× � �× ��× �� �× �× � �× ���＼ ��OiOI6 �18 �58 �10 
310 � �Oi12 ��1ill �� �217 �了i9 ��5　9 �����0 

1位 �6 �柳川フィフティーン＿ 

2位 �1 �RickYS 

3位 �3 �三日月ブラックドラゴン 

4位 �9 �泉ファイターズ 

5位 �5 �真津山ももだろう 

6位 �10 �若宮キッズ 

7位 �7 �捌Ilソレイユ 

8位 �2 �勝山ドッジファイターズ 

9位 �4 �BLACK　DEVILS 

10位 �8 �N2☆DODGE魂 

1位 �14 �SE　LINKS 

2位 �16 �束龍ライジンクリパティ「 

3位 �11 �下関NEO・Dきっず 

4位 �12 �香住　NEW　STARS 

5位 �13 �ATヴァイパーズ 

6位 �18 �束朽網ライジンプサン 

7位 �19 �冨任ドッジボ二ルクラブ 

8位 �17 �鳥飼オノオンズ 

9位 �15 �ストロング陸軍 

10位 �20 �BIG　WAVE 

Cリ「グ ��21 �窄∴ �123 �ー＿24‾ �25 �26三 �2丁 �128 ��勝1分l負 �内野 �人数 �順位－ 
勝馬∴ �目 �相 

21 �須恵バクハックラブ」 ��＼ �（⊃ �（」 �（J � �（） �× �C） ��5iOil �32 �11 �2 7il �TiO �TiO � �5i4 �2i4 �412 ��10 

2‾2 �編原キッズ ��× �＼ �△ �（） �× � �× �△ ��1i2i3 �24 �28 �6 
1　7 ��5i5 �TiO �2i6 ��4i5 �5i5 ��4 

－23 �ミラクルきんだろう ��× �△ �＼ �（」 �× �× � �くつ ��2ili3 �18 �28 �5 
OiT �515 ��TiO �1i6 �Oi8 ��5i2 ��5 

≡‾24 �NS　UNKS≡ ��× �× �× �＼ �× �× �× � ��OiOi6 �0 �42 �8 
OiT �OiT �OIT ��Oi7 �OiT �017 � � �0 

＿‾25 �利通会kssv ��：∴∴ �（） �（⊃ �（⊃ �＼ �△ �× �（J ��4ilil �33 �15 �3 
612 �611 �TIO ��515 �316 �6il ��9 

26 �下原三千「スターズ‾ ��× �凄 �C） �（」 �△ �＼ �× �（） ��3Ili2 �34 �17 �4 
4　5 ��8！、0 �710 �5i5 ��3i6 �7il ��7 

27二 �ラアンキ �÷☆ビート∴ �（⊃ �し） � �（J �（」 �○ �＼ �（⊃ ��6lOiO �36 �12 �1 
4i2 �5i4 ��710 �6i3 �613 ��810 ��12 

縛 �槻河DBC≡＿－ ��× �△ �× � �× �× �× �＼ ��01115 �11 �35 �T 2I4 �5i5 �215 ��116 �1i7 �Oi8 ���1 

1位 �27 �ファンキー☆どこ卜 

2位 �21 �須恵バクハックラブ 

3位 �25 �和道会KSSV � 

4位 �26 �下原＝ユニスター二ズ　‾ 

5位 �23 �ミラクルきんだろう 

6位 �22 �柿原キッズ　ー 

7位 �28 �柳河D白C＿ 

8位 �24 �NS‾　LiNKS　‾ 

C �」÷グ　‾ �129 �＿二二き0‾ �‾二‾3丁 �／32 �133 �二‾＿34 �勝1分i貝 �内野人数 ��睡 ‾勝点i �目 �相 

‾29 �スクラムくまもとii ��＼ �（⊃ �× �× �CI �× �21013 �17 �19 �4 

6iO �2iT �3i5 �6i3 �014 �4 

30 �昏睡ドッジポ÷iルクラブJr． ��× �＼ �× �× �× �× �010I5 �4 �30 �6 
0　6 ��OiT �317 �1i3 �017 �0 

≡31 �レ瑳ファイヤーズ鱈対ii ��（」 �（」 �＼ �（J �U �（） �51010 �35 �10 �1 
Ti2 �TiO ��Ti4 �7iO �714 �10 

132 �勝山ゴッ腎リアン； ��（J �（） �× �＼ �（」 �（） �4iOil �27 �19 �2 
5i3 �713 �417 ��6i2 �5i4 �8 

紅 �SE‾工INKS　＿二‾Jr　＿ ��× �（」 �× �× �＼ �× �1iOi4 �8 �28 �5 3i6 �311 �017 �216 ��Oi8 �2 

34 �郷iiブイフティ÷ンJrii ��し－ �C） �× �× �C〉 �＼ �3iOi2 �27 �12 �3 
410 �TiO �4i7 �4i5 �8iO ��6 

1位 �31 �レッドファイヤーズNEXT 

2位 �32 �跨 �山ゴッド・リアシ‾＿ 

3位 �34 �柳川ワイフティ÷ンJr 

4位 �29 �スクラムくま寺と 

5位 �33 �S二EJINKS高二 

6位 �30 �書任ドッジボールクラブ詰 
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高学年の部B

2018福岡県小学生ドッジボール新人戦
低学年の部

i下原ニュースターズi 

6 6 ��������2 3 

B9 �������������亜 
3　4　　　　　　　　　　　　　　　　　6 

B7 �������������8 17 

8　0　　　　　　　0　7　　　　　　　7　0 

題詩案星臆書目；案 
A5　　　　　　　　B5　　　　　　　　05　　　　　　　　D5 

27 � �23 � �28 � �26 � � �25 � �24 � � �22 � �21 

フ　　　ミ　　　柳　　　下　　　和　　　N　　　柿 須 
ア � �ラ � �河 � �原 � � �道 � �S � � �原 � �恵 

ン � �ク � �D � � � � �∠ゝ 王事 � � � � �キ � �バ 

キ � �ル � �B � �ユ � � �K � �L � � �ツ � �ク 

I � �き � �C � �1 � � �S � �I � � �ズ � �／＼ 

☆ � �ん � � � �ス � � �S � �N � � � � �ツ 

ビ � �た � � � �タ � � �∨ � �K � � � � �ク 

i � �ろ � � � �1 � � � � �S � � � � �ラ 

ト　　　う　　　　　　ズ ����������������ブ 

Cl


