
H30.4.29

①9：15①9：15①9：15①9：15 ①9：15①9：15①9：15①9：15
⑬11：15⑬11：15⑬11：15⑬11：15 　(堺1）　(堺1）　(堺1）　(堺1） ㉑13㉑13㉑13㉑13：20：20：20：20 ⑧11：35⑧11：35⑧11：35⑧11：35 　(堺1）　(堺1）　(堺1）　(堺1） ⑫13：40⑫13：40⑫13：40⑫13：40
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 堺1：寝堺1：寝堺1：寝堺1：寝 堺1：芦1堺1：芦1堺1：芦1堺1：芦1
(寝1）(寝1）(寝1）(寝1） 　(芦1）　(芦1）　(芦1）　(芦1） 　(芦１）　(芦１）　(芦１）　(芦１） 　(寝）　(寝）　(寝）　(寝）

②9：35②9：35②9：35②9：35
②9：25②9：25②9：25②9：25 　　(阿1）　　(阿1）　　(阿1）　　(阿1）

⑭11：25⑭11：25⑭11：25⑭11：25 　(寝2）　(寝2）　(寝2）　(寝2） ㉒13㉒13㉒13㉒13：30：30：30：30 ⑨11：55⑨11：55⑨11：55⑨11：55 ⑬1４：０0⑬1４：０0⑬1４：０0⑬1４：０0
四：寝2四：寝2四：寝2四：寝2 阿1：寝２阿1：寝２阿1：寝２阿1：寝２ ②負：③負②負：③負②負：③負②負：③負 ②勝：③勝②勝：③勝②勝：③勝②勝：③勝
(阿1）(阿1）(阿1）(阿1） 　(四）　(四）　(四）　(四） (芦2）(芦2）(芦2）(芦2） ③9：55③9：55③9：55③9：55 （加）（加）（加）（加）

（交1）（交1）（交1）（交1）

③9：35③9：35③9：35③9：35 ④10：15④10：15④10：15④10：15
⑮11：35⑮11：35⑮11：35⑮11：35 　(芦2）　(芦2）　(芦2）　(芦2） ㉓13㉓13㉓13㉓13：40：40：40：40 　　(東）　　(東）　　(東）　　(東）

 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 ⑩13：00⑩13：00⑩13：00⑩13：00 ⑭14：20⑭14：20⑭14：20⑭14：20
　(堺2）　(堺2）　(堺2）　(堺2） 　(東）　(東）　(東）　(東） 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

④9：45④9：45④9：45④9：45 (阿2）(阿2）(阿2）(阿2） ⑤10：35⑤10：35⑤10：35⑤10：35 （四1）（四1）（四1）（四1）
 (加） (加） (加） (加） （堺2）（堺2）（堺2）（堺2）

⑤9：55⑤9：55⑤9：55⑤9：55 ⑥10：55⑥10：55⑥10：55⑥10：55
 (守） (守） (守） (守） 　　(守）　　(守）　　(守）　　(守）

⑯11：45⑯11：45⑯11：45⑯11：45 ㉔13㉔13㉔13㉔13：50：50：50：50 ⑪13：20⑪13：20⑪13：20⑪13：20 ⑯15：00⑯15：00⑯15：00⑯15：00
 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 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

（交）（交）（交）（交） ⑥10：05⑥10：05⑥10：05⑥10：05 　(阿2）　(阿2）　(阿2）　(阿2） (芦3）(芦3）(芦3）(芦3） ⑦11：15⑦11：15⑦11：15⑦11：15 （四2）（四2）（四2）（四2）
 (芦3） (芦3） (芦3） (芦3） （交2）（交2）（交2）（交2）

⑦10：25⑦10：25⑦10：25⑦10：25 　 ①9：15①9：15①9：15①9：15
⑰11：55⑰11：55⑰11：55⑰11：55 　(堺1）　(堺1）　(堺1）　(堺1） ㉕14㉕14㉕14㉕14：00：00：00：00 　(東）　(東）　(東）　(東） ●12：15／Ｅ●12：15／Ｅ●12：15／Ｅ●12：15／Ｅ
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 ⑫13：40⑫13：40⑫13：40⑫13：40 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） ①負：②負①負：②負①負：②負①負：②負 　(堺1）　(堺1）　(堺1）　(堺1）

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

⑧10：25⑧10：25⑧10：25⑧10：25
⑱12：05⑱12：05⑱12：05⑱12：05 　(寝2）　(寝2）　(寝2）　(寝2） ㉖14㉖14㉖14㉖14：10：10：10：10 ③9：55③9：55③9：55③9：55
四：寝2四：寝2四：寝2四：寝2 阿1：寝２阿1：寝２阿1：寝２阿1：寝２ 　　(阿1）　　(阿1）　　(阿1）　　(阿1）
(阿1）(阿1）(阿1）(阿1） 　(四）　(四）　(四）　(四） ⑬14：00⑬14：00⑬14：00⑬14：00 ●12：15／D●12：15／D●12：15／D●12：15／D

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
(寝2）(寝2）(寝2）(寝2） ④10：15④10：15④10：15④10：15 （四）（四）（四）（四）

（交1）（交1）（交1）（交1）

⑨10：35⑨10：35⑨10：35⑨10：35
⑲13：00⑲13：00⑲13：00⑲13：00 　(芦2）　(芦2）　(芦2）　(芦2） ㉗14㉗14㉗14㉗14：２0：２0：２0：２0

 ⑨負：⑩負 ⑨負：⑩負 ⑨負：⑩負 ⑨負：⑩負  ⑨勝：⑩勝 ⑨勝：⑩勝 ⑨勝：⑩勝 ⑨勝：⑩勝 ⑤10：35⑤10：35⑤10：35⑤10：35
　(堺2）　(堺2）　(堺2）　(堺2） 　(東）　(東）　(東）　(東）  (芦2） (芦2） (芦2） (芦2）

⑩10：45⑩10：45⑩10：45⑩10：45 ⑭14：20⑭14：20⑭14：20⑭14：20 ⑭14：20/D⑭14：20/D⑭14：20/D⑭14：20/D
 (加） (加） (加） (加） 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

（加）（加）（加）（加） ⑥10：55⑥10：55⑥10：55⑥10：55 　(阿2）　(阿2）　(阿2）　(阿2）
（堺2）（堺2）（堺2）（堺2）

⑪10：55⑪10：55⑪10：55⑪10：55
 (守） (守） (守） (守）

⑳13：10⑳13：10⑳13：10⑳13：10 ㉘14㉘14㉘14㉘14：３0：３0：３0：３0
 ⑪負：⑫負 ⑪負：⑫負 ⑪負：⑫負 ⑪負：⑫負  ⑪勝：⑫勝 ⑪勝：⑫勝 ⑪勝：⑫勝 ⑪勝：⑫勝 ⑩13：00⑩13：00⑩13：00⑩13：00

（芦3）（芦3）（芦3）（芦3） ⑫11：05⑫11：05⑫11：05⑫11：05 　(交）　(交）　(交）　(交）  (寝3） (寝3） (寝3） (寝3）
 (阿2） (阿2） (阿2） (阿2） ⑯15：00⑯15：00⑯15：00⑯15：00 ⑭14：20/C⑭14：20/C⑭14：20/C⑭14：20/C

⑩負：⑪負⑩負：⑪負⑩負：⑪負⑩負：⑪負 ⑩勝：⑪勝⑩勝：⑪勝⑩勝：⑪勝⑩勝：⑪勝
（交2）（交2）（交2）（交2） ⑪13：20⑪13：20⑪13：20⑪13：20 　(堺3）　(堺3）　(堺3）　(堺3）

 (芦3） (芦3） (芦3） (芦3）交野2交野2交野2交野2

　寝屋川3　寝屋川3　寝屋川3　寝屋川3

堺3堺3堺3堺3

　　芦屋3　　芦屋3　　芦屋3　　芦屋3

　　芦屋２　　芦屋２　　芦屋２　　芦屋２

東淀川東淀川東淀川東淀川

東淀川東淀川東淀川東淀川

交野2交野2交野2交野2

四條畷2四條畷2四條畷2四條畷2

守口守口守口守口

　寝屋川1　寝屋川1　寝屋川1　寝屋川1

東淀川東淀川東淀川東淀川

　芦屋１　芦屋１　芦屋１　芦屋１

阿倍野2 阿倍野2 阿倍野2 阿倍野2 

守口守口守口守口

交野交野交野交野

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

守口守口守口守口

交野交野交野交野

　寝屋川1　寝屋川1　寝屋川1　寝屋川1

　堺1　堺1　堺1　堺1

　四条畷　四条畷　四条畷　四条畷

阿倍野1阿倍野1阿倍野1阿倍野1

　寝屋川2　寝屋川2　寝屋川2　寝屋川2

加古川加古川加古川加古川

芦屋2芦屋2芦屋2芦屋2

　堺2　堺2　堺2　堺2

　芦屋1　芦屋1　芦屋1　芦屋1

　堺1　堺1　堺1　堺1

1年生　　　Aグラウンド（1４）1年生　　　Aグラウンド（1４）1年生　　　Aグラウンド（1４）1年生　　　Aグラウンド（1４）

　四条畷　四条畷　四条畷　四条畷

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

東淀川東淀川東淀川東淀川

加古川加古川加古川加古川

阿倍野 2阿倍野 2阿倍野 2阿倍野 2

芦屋2芦屋2芦屋2芦屋2

四條畷1四條畷1四條畷1四條畷1

加古川加古川加古川加古川

　芦屋1　芦屋1　芦屋1　芦屋1

芦屋2芦屋2芦屋2芦屋2

加古川加古川加古川加古川

幼児　　　　　Aグラウンド（1４）幼児　　　　　Aグラウンド（1４）幼児　　　　　Aグラウンド（1４）幼児　　　　　Aグラウンド（1４）

　寝屋川2　寝屋川2　寝屋川2　寝屋川2

　堺2　堺2　堺2　堺2

　寝屋川1　寝屋川1　寝屋川1　寝屋川1

阿倍野2阿倍野2阿倍野2阿倍野2

　芦屋１　芦屋１　芦屋１　芦屋１

　堺1　堺1　堺1　堺1

交野1交野1交野1交野1

3年生　　C・Ｄ・Ｅグラウンド(1６）3年生　　C・Ｄ・Ｅグラウンド(1６）3年生　　C・Ｄ・Ｅグラウンド(1６）3年生　　C・Ｄ・Ｅグラウンド(1６）

阿倍野 1阿倍野 1阿倍野 1阿倍野 1

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 1阿倍野 1阿倍野 1阿倍野 1

第41回淀工カーニバルトーナメント表第41回淀工カーニバルトーナメント表第41回淀工カーニバルトーナメント表第41回淀工カーニバルトーナメント表

　芦屋3　芦屋3　芦屋3　芦屋3

堺2堺2堺2堺2

2年生　　　Bグラウンド（１５）2年生　　　Bグラウンド（１５）2年生　　　Bグラウンド（１５）2年生　　　Bグラウンド（１５）

　寝屋川　寝屋川　寝屋川　寝屋川

　堺1　堺1　堺1　堺1

交野1交野1交野1交野1

　堺2　堺2　堺2　堺2



H30.4.29

④10：15/Ｃ④10：15/Ｃ④10：15/Ｃ④10：15/Ｃ 　寝屋川　寝屋川　寝屋川　寝屋川
⑦11：15/Ｅ⑦11：15/Ｅ⑦11：15/Ｅ⑦11：15/Ｅ 　(堺1）　(堺1）　(堺1）　(堺1） ⑮14：40/Ｃ⑮14：40/Ｃ⑮14：40/Ｃ⑮14：40/Ｃ ①9：15①9：15①9：15①9：15
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1 ⑨11：55⑨11：55⑨11：55⑨11：55 　芦屋１　芦屋１　芦屋１　芦屋１ 　(堺1）　(堺1）　(堺1）　(堺1） ⑫13：40⑫13：40⑫13：40⑫13：40
(寝1）(寝1）(寝1）(寝1） 　(芦1）　(芦1）　(芦1）　(芦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

(東）(東）(東）(東） 　堺1　堺1　堺1　堺1 ②9：35②9：35②9：35②9：35 　(寝）　(寝）　(寝）　(寝）
（芦1）（芦1）（芦1）（芦1）

⑤10：35/Ｃ⑤10：35/Ｃ⑤10：35/Ｃ⑤10：35/Ｃ
⑧11：35/Ｅ⑧11：35/Ｅ⑧11：35/Ｅ⑧11：35/Ｅ 　(寝2）　(寝2）　(寝2）　(寝2） ⑮14：40/Ｄ⑮14：40/Ｄ⑮14：40/Ｄ⑮14：40/Ｄ 阿倍野1阿倍野1阿倍野1阿倍野1
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 ③9：55③9：55③9：55③9：55

(阿1）(阿1）(阿1）(阿1） 　(東）　(東）　(東）　(東） ⑩13：00⑩13：00⑩13：00⑩13：00 　芦屋２　芦屋２　芦屋２　芦屋２ 　(四）　(四）　(四）　(四） ⑬14：00⑬14：00⑬14：00⑬14：00
⑥10：55/Ｃ⑥10：55/Ｃ⑥10：55/Ｃ⑥10：55/Ｃ 四：阿1四：阿1四：阿1四：阿1 四：芦2四：芦2四：芦2四：芦2

　(四）　(四）　(四）　(四） (芦２）(芦２）(芦２）(芦２） 四條畷四條畷四條畷四條畷 　(阿1）　(阿1）　(阿1）　(阿1）
　

阿倍野2阿倍野2阿倍野2阿倍野2
④10：15/Ｄ④10：15/Ｄ④10：15/Ｄ④10：15/Ｄ ⑦11：15⑦11：15⑦11：15⑦11：15

⑨11：55/Ｅ⑨11：55/Ｅ⑨11：55/Ｅ⑨11：55/Ｅ 　(芦2）　(芦2）　(芦2）　(芦2） ⑮14：40/Ｅ⑮14：40/Ｅ⑮14：40/Ｅ⑮14：40/Ｅ 交野交野交野交野 　(加）　(加）　(加）　(加）
芦2：堺2芦2：堺2芦2：堺2芦2：堺2 芦2：加芦2：加芦2：加芦2：加 ⑪13:20⑪13:20⑪13:20⑪13:20 ⑯15：00⑯15：00⑯15：00⑯15：00

(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 　堺2　堺2　堺2　堺2 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）

加古川加古川加古川加古川  (交） (交） (交） (交）

⑤10：35/Ｄ⑤10：35/Ｄ⑤10：35/Ｄ⑤10：35/Ｄ
 (寝3） (寝3） (寝3） (寝3）

⑮14：40/Ｂ⑮14：40/Ｂ⑮14：40/Ｂ⑮14：40/Ｂ ⑯15：00/Ｅ⑯15：00/Ｅ⑯15：00/Ｅ⑯15：00/Ｅ

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
（交）（交）（交）（交） ⑥10：55/Ｄ⑥10：55/Ｄ⑥10：55/Ｄ⑥10：55/Ｄ （芦3）（芦3）（芦3）（芦3） 　寝屋川　寝屋川　寝屋川　寝屋川

 (阿2） (阿2） (阿2） (阿2） ①9：15①9：15①9：15①9：15
⑨11：55⑨11：55⑨11：55⑨11：55 　芦屋１　芦屋１　芦屋１　芦屋１ 　(堺1）　(堺1）　(堺1）　(堺1） ⑫13：40⑫13：40⑫13：40⑫13：40

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
(東）(東）(東）(東） 　堺1　堺1　堺1　堺1 ②9：35②9：35②9：35②9：35 　(寝）　(寝）　(寝）　(寝）

（芦1）（芦1）（芦1）（芦1）

阿倍野1阿倍野1阿倍野1阿倍野1
③9：55③9：55③9：55③9：55

⑩13：00⑩13：00⑩13：00⑩13：00 　芦屋２　芦屋２　芦屋２　芦屋２ 　(四）　(四）　(四）　(四） ⑬14：00⑬14：00⑬14：00⑬14：00
四：阿1四：阿1四：阿1四：阿1 四：芦2四：芦2四：芦2四：芦2
(芦２）(芦２）(芦２）(芦２） 四條畷四條畷四條畷四條畷 　(阿1）　(阿1）　(阿1）　(阿1）

　

阿倍野2阿倍野2阿倍野2阿倍野2
⑦11：15⑦11：15⑦11：15⑦11：15

交野交野交野交野 　(加）　(加）　(加）　(加）
⑪13:20⑪13:20⑪13:20⑪13:20 ⑰15：20⑰15：20⑰15：20⑰15：20

⑦負：⑧負⑦負：⑧負⑦負：⑧負⑦負：⑧負 　堺2　堺2　堺2　堺2 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）

加古川加古川加古川加古川  (交） (交） (交） (交）

東淀川東淀川東淀川東淀川

東淀川東淀川東淀川東淀川

東淀川東淀川東淀川東淀川

　寝屋川3　寝屋川3　寝屋川3　寝屋川3

交野交野交野交野

　芦屋3　芦屋3　芦屋3　芦屋3

　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

阿倍野2阿倍野2阿倍野2阿倍野2

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）

第41回淀工カーニバルトーナメント表第41回淀工カーニバルトーナメント表第41回淀工カーニバルトーナメント表第41回淀工カーニバルトーナメント表

5年生　　　　Ｃグラウンド（1１）5年生　　　　Ｃグラウンド（1１）5年生　　　　Ｃグラウンド（1１）5年生　　　　Ｃグラウンド（1１）

　四条畷　四条畷　四条畷　四条畷

　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

　寝屋川2　寝屋川2　寝屋川2　寝屋川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)

阿倍野1阿倍野1阿倍野1阿倍野1


