
H31.4.29

①9：15①9：15①9：15①9：15 ①9：15①9：15①9：15①9：15
⑪12：35⑪12：35⑪12：35⑪12：35 　(加）　(加）　(加）　(加） ⑦11:15⑦11:15⑦11:15⑦11:15 ⑩12：15⑩12：15⑩12：15⑩12：15 　(阿1）　(阿1）　(阿1）　(阿1） ⑥10：55⑥10：55⑥10：55⑥10：55
加：守加：守加：守加：守 加：寝1加：寝1加：寝1加：寝1 阿1：寝阿1：寝阿1：寝阿1：寝 阿1：芦1阿1：芦1阿1：芦1阿1：芦1
(寝1）(寝1）(寝1）(寝1） 　(守）　(守）　(守）　(守） 　(芦１）　(芦１）　(芦１）　(芦１） 　(寝１）　(寝１）　(寝１）　(寝１）

②9：35②9：35②9：35②9：35 ②9：35②9：35②9：35②9：35
⑫13：00⑫13：00⑫13：00⑫13：00 　(寝2）　(寝2）　(寝2）　(寝2） ⑧11:35⑧11:35⑧11:35⑧11:35 ⑪12：35⑪12：35⑪12：35⑪12：35 　(阿２）　(阿２）　(阿２）　(阿２） ⑦11:15⑦11:15⑦11:15⑦11:15
四：寝2四：寝2四：寝2四：寝2 交：寝２交：寝２交：寝２交：寝２ 阿２：寝２阿２：寝２阿２：寝２阿２：寝２ 阿２：芦２阿２：芦２阿２：芦２阿２：芦２
(交）(交）(交）(交） 　(四）　(四）　(四）　(四） 　(芦２）　(芦２）　(芦２）　(芦２） 　(寝２）　(寝２）　(寝２）　(寝２）

③9：55③9：55③9：55③9：55
⑫13：00⑫13：00⑫13：00⑫13：00 　(四）　(四）　(四）　(四） ⑧11:35⑧11:35⑧11:35⑧11:35
四：寝３四：寝３四：寝３四：寝３ 四：芦３四：芦３四：芦３四：芦３

　(芦１）　(芦１）　(芦１）　(芦１） 　(寝３）　(寝３）　(寝３）　(寝３）

④10：15④10：15④10：15④10：15
　　(守）　　(守）　　(守）　　(守）

⑬13：20⑬13：20⑬13：20⑬13：20 ⑨11：55⑨11：55⑨11：55⑨11：55
④負：⑤負④負：⑤負④負：⑤負④負：⑤負 ④勝：⑤勝④勝：⑤勝④勝：⑤勝④勝：⑤勝

(芦４）(芦４）(芦４）(芦４） ⑤10：35⑤10：35⑤10：35⑤10：35 （加）（加）（加）（加）
（交）（交）（交）（交）

③9：55③9：55③9：55③9：55 　 ①9：15①9：15①9：15①9：15
⑬13:20⑬13:20⑬13:20⑬13:20 　(寝１）　(寝１）　(寝１）　(寝１） ⑨11：55⑨11：55⑨11：55⑨11：55 　(堺1）　(堺1）　(堺1）　(堺1） ⑩12：15⑩12：15⑩12：15⑩12：15

 ③負：④負 ③負：④負 ③負：④負 ③負：④負  ③勝：④勝 ③勝：④勝 ③勝：④勝 ③勝：④勝 ⑭13:40⑭13:40⑭13:40⑭13:40 ①勝：②勝①勝：②勝①勝：②勝①勝：②勝
　(阿１）　(阿１）　(阿１）　(阿１） 　(守）　(守）　(守）　(守） ①負：②負①負：②負①負：②負①負：②負 　(芦1）　(芦1）　(芦1）　(芦1）

④10：15④10：15④10：15④10：15 　(加）　(加）　(加）　(加） ②9：35②9：35②9：35②9：35
 (加） (加） (加） (加） 　(阿1）　(阿1）　(阿1）　(阿1）

⑤10：35⑤10：35⑤10：35⑤10：35 ③9：55③9：55③9：55③9：55
 (四） (四） (四） (四） ⑮14：00⑮14：00⑮14：00⑮14：00 　(交1）　(交1）　(交1）　(交1） ⑪12：35⑪12：35⑪12：35⑪12：35

⑭13:40⑭13:40⑭13:40⑭13:40 ⑩12：15⑩12：15⑩12：15⑩12：15 交1：寝交1：寝交1：寝交1：寝 交1：芦２交1：芦２交1：芦２交1：芦２
 ⑤負：⑥負 ⑤負：⑥負 ⑤負：⑥負 ⑤負：⑥負  ⑤勝：⑥勝 ⑤勝：⑥勝 ⑤勝：⑥勝 ⑤勝：⑥勝 　(芦２）　(芦２）　(芦２）　(芦２） 　(寝）　(寝）　(寝）　(寝）

（阿２）（阿２）（阿２）（阿２） ⑥10：55⑥10：55⑥10：55⑥10：55 　(交）　(交）　(交）　(交）

 (寝2） (寝2） (寝2） (寝2）

④10：15④10：15④10：15④10：15
⑯14:20⑯14:20⑯14:20⑯14:20  (芦3） (芦3） (芦3） (芦3） ⑫13：00⑫13：00⑫13：00⑫13：00
芦3：阿2芦3：阿2芦3：阿2芦3：阿2 芦3：堺2芦3：堺2芦3：堺2芦3：堺2
（堺2）（堺2）（堺2）（堺2） 　(阿2）　(阿2）　(阿2）　(阿2）

⑤10：35⑤10：35⑤10：35⑤10：35
 (交2） (交2） (交2） (交2）

⑯14：20/Ｃ⑯14：20/Ｃ⑯14：20/Ｃ⑯14：20/Ｃ ⑬13:20⑬13:20⑬13:20⑬13:20
⑤負：⑥負⑤負：⑥負⑤負：⑥負⑤負：⑥負 ⑤勝：⑥勝⑤勝：⑥勝⑤勝：⑥勝⑤勝：⑥勝

（守）（守）（守）（守） ⑥10：55⑥10：55⑥10：55⑥10：55 　(芦4）　(芦4）　(芦4）　(芦4）
 (四） (四） (四） (四）

守口守口守口守口

加古川加古川加古川加古川

1年生　　　Aグラウンド（8）1年生　　　Aグラウンド（8）1年生　　　Aグラウンド（8）1年生　　　Aグラウンド（8）

　四条畷　四条畷　四条畷　四条畷

交野交野交野交野

阿倍野２阿倍野２阿倍野２阿倍野２

寝屋川１寝屋川１寝屋川１寝屋川１

守口守口守口守口

四條畷四條畷四條畷四條畷

交野交野交野交野

芦屋3芦屋3芦屋3芦屋3

加古川加古川加古川加古川

交野2交野2交野2交野2

守口守口守口守口

四條畷四條畷四條畷四條畷

　　芦屋4　　芦屋4　　芦屋4　　芦屋4

阿倍野2 阿倍野2 阿倍野2 阿倍野2 

交野交野交野交野

加古川加古川加古川加古川

阿倍野１阿倍野１阿倍野１阿倍野１

3年生　　Ｃ・Ｅグラウンド(14）3年生　　Ｃ・Ｅグラウンド(14）3年生　　Ｃ・Ｅグラウンド(14）3年生　　Ｃ・Ｅグラウンド(14）

　寝屋川3　寝屋川3　寝屋川3　寝屋川3

幼児　　　　　Aグラウンド（6）幼児　　　　　Aグラウンド（6）幼児　　　　　Aグラウンド（6）幼児　　　　　Aグラウンド（6）

　寝屋川2　寝屋川2　寝屋川2　寝屋川2

　寝屋川1　寝屋川1　寝屋川1　寝屋川1

寝屋川２寝屋川２寝屋川２寝屋川２

　寝屋川2　寝屋川2　寝屋川2　寝屋川2

第42回淀工カーニバルトーナメント表第42回淀工カーニバルトーナメント表第42回淀工カーニバルトーナメント表第42回淀工カーニバルトーナメント表

　芦屋4　芦屋4　芦屋4　芦屋4

2年生　　　Bグラウンド（１3）2年生　　　Bグラウンド（１3）2年生　　　Bグラウンド（１3）2年生　　　Bグラウンド（１3）

　寝屋川1　寝屋川1　寝屋川1　寝屋川1

　堺1　堺1　堺1　堺1

　堺2　堺2　堺2　堺2

　芦屋１　芦屋１　芦屋１　芦屋１

阿倍野1阿倍野1阿倍野1阿倍野1

　芦屋3　芦屋3　芦屋3　芦屋3

四條畷四條畷四條畷四條畷

　芦屋2　芦屋2　芦屋2　芦屋2

阿倍野2阿倍野2阿倍野2阿倍野2

　寝屋川　寝屋川　寝屋川　寝屋川

　芦屋2　芦屋2　芦屋2　芦屋2

交野1交野1交野1交野1

　芦屋１　芦屋１　芦屋１　芦屋１

守口守口守口守口

阿倍野1阿倍野1阿倍野1阿倍野1

加古川加古川加古川加古川



H31.4.29

⑤10：35/Ｃ⑤10：35/Ｃ⑤10：35/Ｃ⑤10：35/Ｃ ①9：15①9：15①9：15①9：15
⑦11：15/Ｅ⑦11：15/Ｅ⑦11：15/Ｅ⑦11：15/Ｅ 　(堺1）　(堺1）　(堺1）　(堺1） ⑮14：00/Ｄ⑮14：00/Ｄ⑮14：00/Ｄ⑮14：00/Ｄ ⑨11：55⑨11：55⑨11：55⑨11：55 　(堺1）　(堺1）　(堺1）　(堺1） ⑫13：00⑫13：00⑫13：00⑫13：00
芦1：堺1芦1：堺1芦1：堺1芦1：堺1 堺1：寝1堺1：寝1堺1：寝1堺1：寝1 ①負：②負①負：②負①負：②負①負：②負 ①勝：②勝①勝：②勝①勝：②勝①勝：②勝
(寝1）(寝1）(寝1）(寝1） 　(芦1）　(芦1）　(芦1）　(芦1） (四）(四）(四）(四） 　(寝1）　(寝1）　(寝1）　(寝1）

②9：35②9：35②9：35②9：35
　(芦1）　(芦1）　(芦1）　(芦1）

⑥10：55/Ｃ⑥10：55/Ｃ⑥10：55/Ｃ⑥10：55/Ｃ
⑧11：35/Ｅ⑧11：35/Ｅ⑧11：35/Ｅ⑧11：35/Ｅ 　(寝2）　(寝2）　(寝2）　(寝2） ⑮14：00/Ｃ⑮14：00/Ｃ⑮14：00/Ｃ⑮14：00/Ｃ ③9：55③9：55③9：55③9：55
⑥負：⑦負⑥負：⑦負⑥負：⑦負⑥負：⑦負 ⑥勝：⑦勝⑥勝：⑦勝⑥勝：⑦勝⑥勝：⑦勝 　(加）　(加）　(加）　(加）

(阿1）(阿1）(阿1）(阿1） 　(芦2）　(芦2）　(芦2）　(芦2） ⑩12：15⑩12：15⑩12：15⑩12：15 ⑬13:20⑬13:20⑬13:20⑬13:20
⑦10：55/Ｅ⑦10：55/Ｅ⑦10：55/Ｅ⑦10：55/Ｅ ③負：④負③負：④負③負：④負③負：④負 ③勝：④勝③勝：④勝③勝：④勝③勝：④勝

　(四）　(四）　(四）　(四） 　 （芦2）（芦2）（芦2）（芦2） ④10：15④10：15④10：15④10：15 　(堺2）　(堺2）　(堺2）　(堺2）
 (阿1） (阿1） (阿1） (阿1）

④10：15/Ｄ④10：15/Ｄ④10：15/Ｄ④10：15/Ｄ ⑦11：15⑦11：15⑦11：15⑦11：15
⑨11：55/Ｅ⑨11：55/Ｅ⑨11：55/Ｅ⑨11：55/Ｅ 　(交1）　(交1）　(交1）　(交1） ⑮14：00/Ｂ⑮14：00/Ｂ⑮14：00/Ｂ⑮14：00/Ｂ 　(寝2）　(寝2）　(寝2）　(寝2）
交1：堺2交1：堺2交1：堺2交1：堺2 交1：加交1：加交1：加交1：加 ⑪12：35⑪12：35⑪12：35⑪12：35 ⑭13:40⑭13:40⑭13:40⑭13:40

(加）(加）(加）(加） 　(堺2）　(堺2）　(堺2）　(堺2） ⑦負：⑧負⑦負：⑧負⑦負：⑧負⑦負：⑧負 ⑦勝：⑧勝⑦勝：⑧勝⑦勝：⑧勝⑦勝：⑧勝
（阿2）（阿2）（阿2）（阿2） ⑧11：35⑧11：35⑧11：35⑧11：35 　(芦3）　(芦3）　(芦3）　(芦3）

 (交） (交） (交） (交）

⑤10：35/Ｄ⑤10：35/Ｄ⑤10：35/Ｄ⑤10：35/Ｄ

 (堺3） (堺3） (堺3） (堺3）

⑭13：40/Ｂ⑭13：40/Ｂ⑭13：40/Ｂ⑭13：40/Ｂ ⑯14：20/Ｄ⑯14：20/Ｄ⑯14：20/Ｄ⑯14：20/Ｄ
⑤負：⑥負⑤負：⑥負⑤負：⑥負⑤負：⑥負 ⑤勝：⑥勝⑤勝：⑥勝⑤勝：⑥勝⑤勝：⑥勝 ①9：15①9：15①9：15①9：15

（交2）（交2）（交2）（交2） ⑥10：55/Ｄ⑥10：55/Ｄ⑥10：55/Ｄ⑥10：55/Ｄ （芦3）（芦3）（芦3）（芦3） 　(堺1）　(堺1）　(堺1）　(堺1）
 (阿2） (阿2） (阿2） (阿2） ⑨11：55⑨11：55⑨11：55⑨11：55 ⑫13：00⑫13：00⑫13：00⑫13：00

①負：②負①負：②負①負：②負①負：②負 ①勝：②勝①勝：②勝①勝：②勝①勝：②勝
(四１）(四１）(四１）(四１） ②9：35②9：35②9：35②9：35 　(寝）　(寝）　(寝）　(寝）

（芦）（芦）（芦）（芦）

③9：55③9：55③9：55③9：55
⑩12：15⑩12：15⑩12：15⑩12：15 　(四２）　(四２）　(四２）　(四２） ⑬13：20⑬13：20⑬13：20⑬13：20
四２：加1四２：加1四２：加1四２：加1 四２：阿１四２：阿１四２：阿１四２：阿１
(阿１）(阿１）(阿１）(阿１） 　(加1）　(加1）　(加1）　(加1）

　

⑦11：15⑦11：15⑦11：15⑦11：15
　(加２）　(加２）　(加２）　(加２）

⑪12:35⑪12:35⑪12:35⑪12:35 ⑭13：40⑭13：40⑭13：40⑭13：40
⑦負：⑧負⑦負：⑧負⑦負：⑧負⑦負：⑧負 ⑦勝：⑧勝⑦勝：⑧勝⑦勝：⑧勝⑦勝：⑧勝

（阿2）（阿2）（阿2）（阿2） ⑧11：35⑧11：35⑧11：35⑧11：35 　(堺2）　(堺2）　(堺2）　(堺2）
 (交） (交） (交） (交）

5年生　　　　Ｃグラウンド（12）5年生　　　　Ｃグラウンド（12）5年生　　　　Ｃグラウンド（12）5年生　　　　Ｃグラウンド（12）4年生Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅグラウンド(1４）4年生Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅグラウンド(1４）4年生Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅグラウンド(1４）4年生Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅグラウンド(1４）

阿倍野2阿倍野2阿倍野2阿倍野2

第4２回淀工カーニバルトーナメント表第4２回淀工カーニバルトーナメント表第4２回淀工カーニバルトーナメント表第4２回淀工カーニバルトーナメント表

四條畷四條畷四條畷四條畷

寝屋川2寝屋川2寝屋川2寝屋川2

阿倍野2阿倍野2阿倍野2阿倍野2

芦屋3芦屋3芦屋3芦屋3

交野交野交野交野

加古川加古川加古川加古川

　堺2　堺2　堺2　堺2

阿倍野2阿倍野2阿倍野2阿倍野2

交野交野交野交野

　寝屋川2　寝屋川2　寝屋川2　寝屋川2

芦屋2芦屋2芦屋2芦屋2

　堺2　堺2　堺2　堺2

加古川加古川加古川加古川

交野1交野1交野1交野1

芦屋2芦屋2芦屋2芦屋2

6年　　　　Dグラウンド（1１)6年　　　　Dグラウンド（1１)6年　　　　Dグラウンド（1１)6年　　　　Dグラウンド（1１)

四條畷１四條畷１四條畷１四條畷１

　寝屋川1　寝屋川1　寝屋川1　寝屋川1

　芦屋1　芦屋1　芦屋1　芦屋1

　堺1　堺1　堺1　堺1

　四條畷　四條畷　四條畷　四條畷

阿倍野1阿倍野1阿倍野1阿倍野1

阿倍野1阿倍野1阿倍野1阿倍野1

阿倍野1阿倍野1阿倍野1阿倍野1

　寝屋川1　寝屋川1　寝屋川1　寝屋川1

　芦屋１　芦屋１　芦屋１　芦屋１

　堺1　堺1　堺1　堺1

　芦屋3　芦屋3　芦屋3　芦屋3

堺3堺3堺3堺3

交野2交野2交野2交野2

　堺2　堺2　堺2　堺2

加古川２加古川２加古川２加古川２

　堺1　堺1　堺1　堺1

　寝屋川　寝屋川　寝屋川　寝屋川

　芦屋　芦屋　芦屋　芦屋

加古川１加古川１加古川１加古川１

四條畷２四條畷２四條畷２四條畷２


