【改訂】第４６回ラクーンカップ大会要項
主催・主管：ラクーンカップ実行委員会 ＆

ラクーンスポーツ

＜期日＞ 令和４年５月１４日（土）開場7:45 試合開始8:45（予定）
＜コートに関して＞

＜競技に関して＞
＊ 原則コールなしです。ＨＰ及び掲示物をご参照ください。
【得点】 全試合延長ポイントはなし。得点はクラスごとに違いますのでご注意ください。
【勝敗】 各試合２試合以上勝ったチームの勝ちとします。
【順位決定】
勝敗→得失マッチ数→直接対決→抽選 で決定します。
【審判】 相互審判とします。試合終了後は結果記入用紙に両者確認のもと記入。
※記入はマッチ結果をお願いします。（２－１）等
【コロナ対応】
・「密回避」のため座席は必ず以下のように利用してください。
※ 長い椅子は2名で使用してください。短い椅子は1名で使用してください。
・検温含めた健康管理は各チームお願いします。体調不良の方は参加ご遠慮ください。
・観客の制限は行いませんが、声援なしでお願いします。
・試合中以外はマスク着用でお願いします。
・食事は「黙食」の徹底を各チームでお願いします。
・フロアには選手＋指導者以外は下りないようにお願いします。 （ひよこの部は例外とします)
＜その他＞
・紙媒体の組合せ等は配布致しません。必要な場合は各チームで印刷してください。
・体育館自動販売機で購入した物以外はお持ち帰りください。
・貴重品は各自で管理をしてください。
・１８：３０までに片付けを含めて打ち切ることをご了承ください。
・基礎打ち及び交流試合用のシャトルは各チームでご準備ください。
・昼食時間は１１：４０頃を目安に取る予定です。
＜次回大会のお知らせ＞
第４７回ラクーンカップ（団体戦）
日 時：2022年7月16日（土） 開場8:00 競技開始9:00（予定）
会 場：高知県青少年体育館（天王体育館）
クラス：上級、中級、初級（1複2単） ひよこ（３単）
※ エントリー数によって種目の結合をおこなうこともあります。
第４７回大会要項ＵＲＬ https://www.sslforms.net/ssl/rcn28/mailform.html

大会要項ＱＲコード

第46回ラクーンカップ参加チーム一覧
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ひよこ

初級

中級

上級

５，１０
コート

３，４
コート

７，８，９
コート

１，２，６
コート

南海中K
城西中Ｆ
介良中C
南海中A
南海中G
城西中Ｇ
介良中D
南海中B
南海中H
城西中Ｈ
春野ジュニアA
城西中Ａ
南海中I
ラクーンＢ
城西中D
城西中Ｂ
南海中J
横内JBC B
城西中Ｅ
城西中C
城西中Ｉ
横内JBC C
清水BJC
ラクーンＡ
城西中Ｊ
土佐山学舎男C 土佐山学舎女子A
明徳義塾A
ラクーンＤ（低） 土佐山ファニーキッズ 土佐山学舎男子B
明徳義塾B
ラクーンＣ
南海中C
介良中A
横内JBC D（低）
南海中D
介良中B
春野ジュニアB（低）
南海中E
横内JBC A
南海中F
土佐山学舎男子A

13

得点 全試合延長ポイントはありません。
ひよこ：単１、単２、単３ 全て11点×１ゲーム
初級：複：１５点×１、単１：２１点×１ 、単２：２１点×1ゲーム
中級：複：15点×１、単１：15点×１ 、単２：１１点×1ゲーム
上級：複：15点×１、単１：15点×１ 、単２：１１点×1ゲーム
試合進行によって得点を変更する場合があることをご了承ください。

上級の部複：15*1、単1：15*1、単2：11*1
設定時間
8:45
9:10
9:35
10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
13:45
14:10
14:35
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30

1コート(上級の部複：15*1単1：15*1単2：11*1) 2コート(上級の部複：15*1単1：15*1単2：11*1)

設定時間
8:45
9:10
9:35
10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
13:45
14:10
14:35
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30

6コート(上級の部 複：15*1、単1：15*1、単2：11*1)
第03試合：(城西Ａ)vs(介良B)
第06試合：(ﾗｸﾝＡ)vs(明徳A)
第09試合：(南海B)vs(介良A)
第12試合：(城西C)vs(ﾗｸﾝＡ)
第15試合：(明徳B)vs(学舎男A)
第18試合：(城西Ｂ)vs(城西C)
第21試合：(明徳A)vs(横内A)
第24試合：(城西Ａ)vs(城西Ｂ)
第27試合：(ﾗｸﾝＡ)vs(介良B)
第30試合：(南海B)vs(城西Ａ)
第33試合：(城西C)vs(介良A)
第36試合：(南海B)vs(学舎男A)
第39試合：(城西Ｂ)vs(明徳B)
第42試合：(横内A)vs(学舎男A)
第45試合：(城西Ａ)vs(明徳A)
第48試合：(介良B)vs(横内A)
第51試合：(南海B)vs(ﾗｸﾝＡ)
第54試合：(介良A)vs(介良B)
第57試合：(城西C)vs(学舎男A)
第60試合：(明徳B)vs(介良A)
第63試合：(城西Ｂ)vs(横内A)
第66試合：(明徳A)vs(明徳B)

第01試合：(南海A)vs(学舎男A)
第04試合：(城西Ｂ)vs(介良A)
第07試合：(南海A)vs(横内A)
第10試合：(城西Ａ)vs(明徳B)
第13試合：(南海A)vs(介良B)
第16試合：(南海B)vs(明徳A)
第19試合：(南海A)vs(介良A)
第22試合：(ﾗｸﾝＡ)vs(学舎男A)
第25試合：(南海A)vs(明徳B)
第28試合：(城西C)vs(横内A)
第31試合：(南海A)vs(明徳A)
第34試合：(城西Ｂ)vs(介良B)
第37試合：(南海A)vs(ﾗｸﾝＡ)
第40試合：(城西Ａ)vs(介良A)
第43試合：(南海A)vs(城西C)
第46試合：(南海B)vs(明徳B)
第49試合：(南海A)vs(城西Ｂ)
第52試合：(明徳A)vs(学舎男A)
第55試合：(南海A)vs(城西Ａ)
第58試合：(ﾗｸﾝＡ)vs(横内A)
第61試合：(南海A)vs(南海B)
第64試合：(城西C)vs(介良B)

第02試合：(南海B)vs(横内A)
第05試合：(城西C)vs(明徳B)
第08試合：(介良B)vs(学舎男A)
第11試合：(城西Ｂ)vs(明徳A)
第14試合：(介良A)vs(横内A)
第17試合：(城西Ａ)vs(ﾗｸﾝＡ)
第20試合：(明徳B)vs(介良B)
第23試合：(南海B)vs(城西C)
第26試合：(明徳A)vs(介良A)
第29試合：(城西Ｂ)vs(学舎男A)
第32試合：(ﾗｸﾝＡ)vs(明徳B)
第35試合：(城西Ａ)vs(横内A)
第38試合：(城西C)vs(明徳A)
第41試合：(南海B)vs(介良B)
第44試合：(城西Ｂ)vs(ﾗｸﾝＡ)
第47試合：(介良A)vs(学舎男A)
第50試合：(城西Ａ)vs(城西C)
第53試合：(明徳B)vs(横内A)
第56試合：(南海B)vs(城西Ｂ)
第59試合：(明徳A)vs(介良B)
第62試合：(城西Ａ)vs(学舎男A)
第65試合：(ﾗｸﾝＡ)vs(介良A)

中級の部

複：15*1、単1：15*1、単2：11*1

設定時間
8:45
9:10
9:35
10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
13:45
14:10
14:35
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30

7コート(中級の部複：15*1単1：15*1単2：11*1) 8コート(中級の部複：15*1単1：15*1単2：11*1)

設定時間
8:45
9:10
9:35
10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
13:45
14:10
14:35
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30

9コート(中級の部 複：15*1、単1：15*1、単2：11*1)

第01試合：(介良C)vs(南海F)
第04試合：(城西D)vs(南海C)
第07試合：(介良C)vs(南海E)
第10試合：(春ｼﾞｭﾆA)vs(学舎男B)
第13試合：(介良C)vs(南海D)
第16試合：(介良D)vs(学舎女A)
第19試合：(介良C)vs(南海C)
第22試合：(清水)vs(南海F)
第25試合：(介良C)vs(学舎男B)
第28試合：(城西Ｅ)vs(南海E)
第31試合：(介良C)vs(学舎女A)
第34試合：(城西D)vs(南海D)
第37試合：(介良C)vs(清水)
第40試合：(春ｼﾞｭﾆA)vs(南海C)
第43試合：(介良C)vs(城西Ｅ)
第46試合：(介良D)vs(学舎男B)
第49試合：(介良C)vs(城西D)
第52試合：(学舎女A)vs(南海F)
第55試合：(介良C)vs(春ｼﾞｭﾆA)
第58試合：(清水)vs(南海E)
第61試合：(介良C)vs(介良D)
第64試合：(城西Ｅ)vs(南海D)

第03試合：(春ｼﾞｭﾆA)vs(南海D)
第06試合：(清水)vs(学舎女A)
第09試合：(介良D)vs(南海C)
第12試合：(城西Ｅ)vs(清水)
第15試合：(学舎男B)vs(南海F)
第18試合：(城西D)vs(城西Ｅ)
第21試合：(学舎女A)vs(南海E)
第24試合：(春ｼﾞｭﾆA)vs(城西D)
第27試合：(清水)vs(南海D)
第30試合：(介良D)vs(春ｼﾞｭﾆA)
第33試合：(城西Ｅ)vs(南海C)
第36試合：(介良D)vs(南海F)
第39試合：(城西D)vs(学舎男B)
第42試合：(南海E)vs(南海F)
第45試合：(春ｼﾞｭﾆA)vs(学舎女A)
第48試合：(南海D)vs(南海E)
第51試合：(介良D)vs(清水)
第54試合：(南海C)vs(南海D)
第57試合：(城西Ｅ)vs(南海F)
第60試合：(学舎男B)vs(南海C)
第63試合：(城西D)vs(南海E)
第66試合：(学舎女A)vs(学舎男B)

第02試合：(介良D)vs(南海E)
第05試合：(城西Ｅ)vs(学舎男B)
第08試合：(南海D)vs(南海F)
第11試合：(城西D)vs(学舎女A)
第14試合：(南海C)vs(南海E)
第17試合：(春ｼﾞｭﾆA)vs(清水)
第20試合：(学舎男B)vs(南海D)
第23試合：(介良D)vs(城西Ｅ)
第26試合：(学舎女A)vs(南海C)
第29試合：(城西D)vs(南海F)
第32試合：(清水)vs(学舎男B)
第35試合：(春ｼﾞｭﾆA)vs(南海E)
第38試合：(城西Ｅ)vs(学舎女A)
第41試合：(介良D)vs(南海D)
第44試合：(城西D)vs(清水)
第47試合：(南海C)vs(南海F)
第50試合：(春ｼﾞｭﾆA)vs(城西Ｅ)
第53試合：(学舎男B)vs(南海E)
第56試合：(介良D)vs(城西D)
第59試合：(学舎女A)vs(南海D)
第62試合：(春ｼﾞｭﾆA)vs(南海F)
第65試合：(清水)vs(南海C)

初級の部 複：15*1、単1：21*1、単2：21*1
設定時間 3コート(初級の部複：15*1単1：21*1単2：21*1) 4コート(初級の部複：15*1単1：21*1単2：21*1)

8:45 第01試合：(城西Ｆ)vs(ﾌｧﾆｰ)

第02試合：(城西Ｇ)vs(学舎男C)

9:15 第03試合：(城西Ｈ)vs(横内C)

第04試合：(ﾗｸﾝＢ)vs(横内B)

9:45 第05試合：(城西Ｆ)vs(学舎男C)

第06試合：(横内C)vs(ﾌｧﾆｰ)

10:15 第07試合：(城西Ｇ)vs(横内B)

第08試合：(城西Ｈ)vs(ﾗｸﾝＢ)

10:45 第09試合：(城西Ｆ)vs(横内C)

第10試合：(横内B)vs(学舎男C)

11:15 第11試合：(ﾗｸﾝＢ)vs(ﾌｧﾆｰ)

第12試合：(城西Ｇ)vs(城西Ｈ)

11:45 第13試合：(城西Ｆ)vs(横内B)

第14試合：(ﾗｸﾝＢ)vs(横内C)

12:15 第15試合：(城西Ｈ)vs(学舎男C)

第16試合：(城西Ｇ)vs(ﾌｧﾆｰ)

12:45 第17試合：(城西Ｆ)vs(ﾗｸﾝＢ)

第18試合：(城西Ｈ)vs(横内B)

13:15 第19試合：(城西Ｇ)vs(横内C)

第20試合：(学舎男C)vs(ﾌｧﾆｰ)

13:45 第21試合：(城西Ｆ)vs(城西Ｈ)

第22試合：(城西Ｇ)vs(ﾗｸﾝＢ)

14:15 第23試合：(横内B)vs(ﾌｧﾆｰ)

第24試合：(横内C)vs(学舎男C)

14:45 第25試合：(城西Ｆ)vs(城西Ｇ)

第26試合：(城西Ｈ)vs(ﾌｧﾆｰ)

15:15 第27試合：(ﾗｸﾝＢ)vs(学舎男C)

第28試合：(横内B)vs(横内C)

ひよこの部 単１：11*1、単2：11*1、単3：11*1
設定時間 5コート(ひよこの部単１：11*1単2：11*1単3：11*1)

10コート(ひよこの部単１：11*1単2：11*1単3：11*1)

8:45 第01試合：(南海G)vs(春ｼﾞｭﾆB（低）)

第02試合：(南海H)vs(横内D（低）)

9:02 第03試合：(南海I)vs(ﾗｸﾝＣ)

第04試合：(南海J)vs(ﾗｸﾝＤ（低）)

9:19 第05試合：(城西Ｉ)vs(城西Ｊ)

第06試合：(南海K)vs(春ｼﾞｭﾆB（低）)

9:36 第07試合：(南海G)vs(ﾗｸﾝＣ)

第08試合：(南海H)vs(ﾗｸﾝＤ（低）)

9:53 第09試合：(南海I)vs(城西Ｊ)

第10試合：(南海J)vs(城西Ｉ)

10:10 第11試合：(南海K)vs(横内D（低）)

第12試合：(ﾗｸﾝＣ)vs(春ｼﾞｭﾆB（低）)

10:27 第13試合：(南海G)vs(城西Ｊ)

第14試合：(南海H)vs(城西Ｉ)

10:44 第15試合：(南海I)vs(南海J)

第16試合：(南海K)vs(ﾗｸﾝＣ)

11:01 第17試合：(ﾗｸﾝＤ（低）)vs(横内D（低）) 第18試合：(城西Ｊ)vs(春ｼﾞｭﾆB（低）)
11:18 第19試合：(南海G)vs(南海J)

第20試合：(南海H)vs(南海I)

11:35 第21試合：(南海K)vs(ﾗｸﾝＤ（低）)

第22試合：(城西Ｊ)vs(ﾗｸﾝＣ)

11:52 第23試合：(城西Ｉ)vs(横内D（低）)

第24試合：(南海J)vs(春ｼﾞｭﾆB（低）)

12:09 第25試合：(南海G)vs(南海H)

第26試合：(南海K)vs(城西Ｊ)

12:26 第27試合：(城西Ｉ)vs(ﾗｸﾝＤ（低）)

第28試合：(南海J)vs(ﾗｸﾝＣ)

12:43 第29試合：(南海I)vs(横内D（低）)

第30試合：(南海H)vs(春ｼﾞｭﾆB（低）)

13:00 第31試合：(南海K)vs(城西Ｉ)

第32試合：(南海J)vs(城西Ｊ)

13:17 第33試合：(南海I)vs(ﾗｸﾝＤ（低）)

第34試合：(南海H)vs(ﾗｸﾝＣ)

13:34 第35試合：(南海G)vs(横内D（低）)

第36試合：(南海K)vs(南海J)

13:51 第37試合：(南海I)vs(城西Ｉ)

第38試合：(南海H)vs(城西Ｊ)

14:08 第39試合：(南海G)vs(ﾗｸﾝＤ（低）)

第40試合：(横内D（低）)vs(春ｼﾞｭﾆB（低）)

14:25 第41試合：(南海K)vs(南海I)

第42試合：(南海H)vs(南海J)

14:42 第43試合：(南海G)vs(城西Ｉ)

第44試合：(ﾗｸﾝＤ（低）)vs(春ｼﾞｭﾆB（低）)

14:59 第45試合：(ﾗｸﾝＣ)vs(横内D（低）)

第46試合：(南海K)vs(南海H)

15:16 第47試合：(南海G)vs(南海I)

第48試合：(城西Ｉ)vs(春ｼﾞｭﾆB（低）)

15:33 第49試合：(城西Ｊ)vs(横内D（低）)

第50試合：(ﾗｸﾝＤ（低）)vs(ﾗｸﾝＣ)

15:50 第51試合：(南海K)vs(南海G)

第52試合：(南海I)vs(春ｼﾞｭﾆB（低）)

16:07 第53試合：(南海J)vs(横内D（低）)

第54試合：(城西Ｉ)vs(ﾗｸﾝＣ)

16:24 第55試合：(城西Ｊ)vs(ﾗｸﾝＤ（低）)

