
21日(土)　入場時間について

※江南男子、湖陵女子は09:00に入場し、09:20までにTO席についてください。

入場可能時間 試合開始時間

9:30 高専女子 北陽・中標津・別海女子 別海男子 標茶男子

※会場設営 明輝女子 江南女子 明輝男子 武修館男子

9:00 ※1試合目TO 江南男子 湖陵女子

12:15 14:15 北陽男子 根室男子 湖陵男子

13:50 15:50 工業男子 中標津男子

※ゲーム終了後、次試合・TOがない場合は速やかに退場・解散をして下さい。

8:00



I 北こ２６ 北こ２５ 北こ２４ 北こ２３ 北こ２２ 北こ２１ 北こ２０ 北こ１９ 北こ１８ 北こ１７ 北こ１６ 北こ１５ 北こ１４ 北こ１３ 北こ１２ 北こ１１ 北こ１０ 北こ９ 北こ８ 北こ７ 北こ６ 北こ５ 北こ４ 北こ３ 北こ２ 北こ１

H 北け３９ 北け３８ 北け３７ 北け３６ 北け３５ 北け３４ 北け３３ 北け３２ 北け３１ 北け３０ 北け２９ 北け２８ 北け２７ 北け２６ 北け２５ 北け２４ 北け２３ 北け２２ 北け２１ 北け２０ 北け１９ 北け１８ 北け１７ 北け１６ 北け１５ 北け１４ 北け１３ 北け１２ 北け１１ 北け１０ 北け９ 北け８ 北け７ 北け６ 北け５ 北け４ 北け３ 北け２ 北け１

G 北く４１ 北く４０ 北く３９ 北く３８ 北く３７ 北く３６ 北く３５ 北く３４ 北く３３ 北く３２ 北く３１ 北く３０ 北く２９ 北く２８ 北く２７ 北く２６ 北く２５ 北く２４ 北く２３ 北く２２ 北く２１ 北く２０ 北く１９ 北く１８ 北く１７ 北く１６ 北く１５ 北く１４ 北く１３ 北く１２ 北く１１ 北く１０ 北く９ 北く８ 北く７ 北く６ 北く５ 北く４ 北く３ 北く２ 北く１

F 北キ４５ 北キ４４ 北キ４３ 北キ４２ 北キ４１ 北キ４０ 北き３９ 北き３８ 北き３７ 北き３６ 北き３５ 北き３４ 北き３３ 北き３２ 北き３１ 北き３０ 北き２９ 北き２８ 北き２７ 北き２６ 北き２５ 北き２４ 北き２３ 北き２２ 北き２１ 北き２０ 北き１９ 北き１８ 北き１７ 北き１６ 北き１５ 北き１４ 北き１３ 北き１２ 北き１１ 北き１０ 北き９ 北き８ 北き７ 北き６ 北き５ 北き４ 北き３ 北き２ 北き１

E 北カ４７ 北カ４６ 北カ４５ 北カ４４ 北カ４３ 北カ４２ 北カ４１ 北か４０ 北か３９ 北か３８ 北か３７ 北か３６ 北か３５ 北か３４ 北か３３ 北か３２ 北か３１ 北か３０ 北か２９ 北か２８ 北か２７ 北か２６ 北か２５ 北か２４ 北か２３ 北か２２ 北か２１ 北か２０ 北か１９ 北か１８ 北か１７ 北か１６ 北か１５ 北か１４ 北か１３ 北か１２ 北か１１ 北か１０ 北か９ 北か８ 北か７ 北か６ 北か５ 北か４ 北か３ 北か２ 北か１

　

D 北え73 北え72 北え71 北え70 北え69 北え68 北え67 北え66 北え65 北え64 北え63 北え62 北え61 北え60 北え59 北え58 北え57 北え56 北え55 北え54 北え53 北え52 北え51 北え50 北え49 北え48 北え47 北え46 北え45 北え44 北え43 北え42 北え41 北え40 北え39 北え38 北え37 北え36 北え35 北え34 北え33 北え32 北え31 北え30 北え29 北え28 北え27 北え26 北え25 北え24 北え23 北え22 北え21 北え20 北え19 北え18 北え17 北え16 北え15 北え14 北え13 北え12 北え11 北え10 北え9 北え8 北え7 北え6 北え5 北え4 北え3 北え2 北え1

C 北う73 北う72 北う71 北う70 北う69 北う68 北う67 北う66 北う65 北う64 北う63 北う62 北う61 北う60 北う59 北う58 北う57 北う56 北う55 北う54 北う53 北う52 北う51 北う50 北う49 北う48 北う47 北う46 北う45 北う44 北う43 北う42 北う41 北う40 北う39 北う38 北う37 北う36 北う35 北う34 北う33 北う32 北う31 北う30 北う29 北う28 北う27 北う26 北う25 北う24 北う23 北う22 北う21 北う20 北う19 北う18 北う17 北う16 北う15 北う14 北う13 北う12 北う11 北う10 北う9 北う8 北う7 北う6 北う5 北う4 北う3 北う2 北う1

B 北い73 北い72 北い71 北い70 北い69 北い68 北い67 北い66 北い65 北い64 北い63 北い62 北い61 北い60 北い59 北い58 北い57 北い56 北い55 北い54 北い53 北い52 北い51 北い50 北い49 北い48 北い47 北い46 北い45 北い44 北い43 北い42 北い41 北い40 北い39 北い38 北い37 北い36 北い35 北い34 北い33 北い32 北い31 北い30 北い29 北い28 北い27 北い26 北い25 北い24 北い23 北い22 北い21 北い20 北い19 北い18 北い17 北い16 北い15 北い14 北い13 北い12 北い11 北い10 北い9 北い8 北い7 北い6 北い5 北い4 北い3 北い2 北い1

A 北あ73 北あ72 北あ71 北あ70 北あ69 北あ68 北あ67 北あ66 北あ65 北あ64 北あ63 北あ62 北あ61 北あ60 北あ59 北あ58 北あ57 北あ56 北あ55 北あ54 北あ53 北あ52 北あ51 北あ50 北あ49 北あ48 北あ47 北あ46 北あ45 北あ44 北あ43 北あ42 北あ41 北あ40 北あ39 北あ38 北あ37 北あ36 北あ35 北あ34 北あ33 北あ32 北あ31 北あ30 北あ29 北あ28 北あ27 北あ26 北あ25 北あ24 北あ23 北あ22 北あ21 北あ20 北あ19 北あ18 北あ17 北あ16 北あ15 北あ14 北あ13 北あ12 北あ11 北あ10 北あ9 北あ8 北あ7 北あ6 北あ5 北あ4 北あ3 北あ2 北あ1

　

西え01 西う01 西い01 西あ01

西え02 西う02 西い02 西あ02

西え03 西う03 西い03 西あ03

西え04 西う04 西い04 西あ04

西え05 西う05 西い05 西あ05

西え06 西う06 西い06 西あ06

西え07 西う07 西い07 西あ07

西か１ 西え08 西う08 西い08 西あ08

西か２ 西え09 西う09 西い09 西あ09

西え10 西う10 西い10 西あ10

西え11 西う11 西い11 西あ11

西け１ 西く１ 西き１ 西か３ 西え12 西う12 西い12 西あ12

西こ１ 西け２ 西く２ 西き２ 西か４ 西え13 西う13 西い13 西あ13

西こ２ 西け３ 西く３ 西き３ 西か５

西こ３ 西け４ 西く４ 西き４ 西か６ 西え14 西う14 西い14 西あ14

西こ４ 西け５ 西く５ 西き５ 西か７ 西え15 西う15 西い15 西あ15

西こ５ 西け６ 西く６ 西き６ 西か８ 西え16 西う16 西い16 西あ16

西こ６ 西け７ 西く７ 西き７ 西か９ 西え17 西う17 西い17 西あ17

西こ７ 西け８ 西く８ 西き８ 西か１０ 西え18 西う18 西い18 西あ18

西こ８ 西け９ 西く９ 西き９ 西か１１ 西え19 西う19 西い19 西あ19

西こ９ 西け１０ 西く１０ 西き１０ 西か１２ 西え20 西う20 西い20 西あ20

西こ１０ 西け１１ 西く１１ 西き１１ 西か１３ 西え21 西う21 西い21 西あ21

西え22 西う22 西い22 西あ22

西さ１ 西こ１１ 西け１２ 西え23 西う23 西い23 西あ23

西さ２ 西こ１２ 西け１３ 西え24 西う24 西い24 西あ24

西さ３ 西こ１３ 西け１４

西さ４ 西え25 西う25 西い25 西あ25

西さ５ 西こ１４ 西け１５ 西く１２ 西き１２ 西か１４ 西え26 西う26 西い26 西あ26

西さ６ 西こ１５ 西け１６ 西く１３ 西き１３ 西か１５ 西え27 西う27 西い27 西あ27

西さ７ 西こ１６ 西け１７ 西く１４ 西き１４ 西か１６ 西え28 西う28 西い28 西あ28

西さ８ 西こ１７ 西け１８ 西く１５ 西き１５ 西か１７ 西え29 西う29 西い29 西あ29

西さ９ 西こ１８ 西け１９ 西く１６ 西き１６ 西か１８ 西え30 西う30 西い30 西あ30

西さ１０ 西こ１９ 西け２０ 西く１７ 西き１７ 西か１９ 西え31 西う31 西い31 西あ31

西さ１１ 西こ２０ 西け２１ 西く１８ 西き１８ 西か２０ 西え32 西う32 西い32 西あ32

西さ１２ 西こ２１ 西け２２ 西く１９ 西き１９ 西か２１ 西え33 西う33 西い33 西あ33

西さ１３ 西こ２２ 西け２３ 西く２０ 西き２０ 西か２２ 西え34 西う34 西い34 西あ34

西さ１４ 西え35 西う35 西い35 西あ35

西さ１５ 西こ２３ 西け２４

西さ１６ 西こ２４ 西け２５ 西え36 西う36 西い36 西あ36

西さ１７ 西こ２５ 西け２６ 西え37 西う37 西い37 西あ37

西え38 西う38 西い38 西あ38

西こ２６ 西け２７ 西く２１ 西き２１ 西か２３ 西え39 西う39 西い39 西あ39

西こ２７ 西け２８ 西く２２ 西き２２ 西か２４ 西え40 西う40 西い40 西あ40

西こ２８ 西け２９ 西く２３ 西き２３ 西か２５ 西え41 西う41 西い41 西あ41

西こ２９ 西け３０ 西く２４ 西き２４ 西か２６ 西え42 西う42 西い42 西あ42

西こ３０ 西け３１ 西く２５ 西き２５ 西か２７ 西え43 西う43 西い43 西あ43

西こ３１ 西け３２ 西く２６ 西き２６ 西か２８ 西え44 西う44 西い44 西あ44

西こ３２ 西け３３ 西く２７ 西き２７ 西か２９ 西え45 西う45 西い45 西あ45

西こ３３ 西け３４ 西く２８ 西き２８ 西か３０ 西え46 西う46 西い46 西あ46

西こ３４ 西け３５ 西く２９ 西き２９ 西か３１

西こ３５ 西け３６ 西く３０ 西き３０ 西か３２ 西え47 西う47 西い47 西あ47

西け３７ 西く３１ 西き３１ 西か３３ 西え48 西う48 西い48 西あ48

西え49 西う49 西い49 西あ49

西え50 西う50 西い50 西あ50

西か３４ 西え51 西う51 西い51 西あ51

西か３５ 西え52 西う52 西い52 西あ52

西え53 西う53 西い53 西あ53

西え54 西う54 西い54 西あ54

西え55 西う55 西い55 西あ55

西え56 西う56 西い56 西あ56

西え57 西う57 西い57 西あ57 1018 960 902

1019 961 903

西え58 西う58 西い58 西あ58 1020 962 904

西え59 西う59 西い59 西あ59 1021 963 905

J I H G F E D C B 1022 964 906

1023 965 907

908

A 南あ01 南あ02 南あ03 南あ04 南あ05 南あ06 南あ07 南あ08 南あ09 南あ10 南い23 南あ12 南あ13 南あ14 南あ15 南あ16 南あ17 南あ18 南あ19 南あ20 南あ21 南あ22 南あ23 南あ24 南あ25 南あ26 南あ27 南あ28 南あ29 南あ30 南あ31 南あ32 南あ33 南あ34 南あ35 南あ36 南あ37 南あ38 南あ39 南あ40 南あ41 南あ42 南あ43 南あ44 南あ45 南あ46 南あ47 南あ48 南あ49 南あ50 南あ51 南あ52 南あ53 南あ54 南あ55 南あ56 南あ57 南あ58 南あ59 南あ60 南あ61 南あ62 南あ63 南あ64 南あ65 南あ66 南あ67 南あ68 南あ69 南あ70 南あ71 南あ72 南あ73

B 南い01 南い02 南い03 南い04 南い05 南い06 南い07 南い08 南い09 南い10 南い11 南い12 南い13 南い14 南い15 南い16 南い17 南い18 南い19 南い20 南い21 南い22 南い23 南い24 南い25 南い26 南い27 南い28 南い29 南い30 南い31 南い32 南い33 南い34 南い35 南い36 南い37 南い38 南い39 南い40 南い41 南い42 南い43 南い44 南い45 南い46 南い47 南い48 南い49 南い50 南い51 南い52 南い53 南い54 南い55 南い56 南い57 南い58 南い59 南い60 南い61 南い62 南い63 南い64 南い65 南い66 南い67 南い68 南い69 南い70 南い71 南い72 南い73

C 南う01 南う02 南う03 南う04 南う05 南う06 南う07 南う08 南う09 南う10 南う11 南う12 南う13 南う14 南う15 南う16 南う17 南う18 南う19 南う20 南う21 南う22 南う23 南う24 南う25 南う26 南う27 南う28 南う29 南う30 南う31 南う32 南う33 南う34 南う35 南う36 南う37 南う38 南う39 南う40 南う41 南う42 南う43 南う44 南う45 南う46 南う47 南う48 南う49 南う50 南う51 南う52 南う53 南う54 南う55 南う56 南う57 南う58 南う59 南う60 南う61 南う62 南う63 南う64 南う65 南う66 南う67 南う68 南う69 南う70 南う71 南う72 南う73

D 南え01 南え02 南え03 南え04 南え05 南え06 南え07 南え08 南え09 南え10 南え11 南え12 南え13 南え14 南え15 南え16 南え17 南え18 南え19 南え20 南え21 南え22 南え23 南え24 南え25 南え26 南え27 南え28 南え29 南え30 南え31 南え32 南え33 南え34 南え35 南え36 南え37 南え38 南え39 南え40 南え41 南え42 南え43 南え44 南え45 南え46 南え47 南え48 南え49 南え50 南え51 南え52 南え53 南え54 南え55 南え56 南え57 南え58 南え59 南え60 南え61 南え62 南え63 南え64 南え65 南え66 南え67 南え68 南え69 南え70 南え71 南え72 南え73

E 南か１ 南か２ 南か３ 南か４ 南か５ 南か６ 南か７ 南か８ 南か９ 南か１０ 南か１１ 南か１２ 南か１３ 南か１４ 南か１５ 南か１６ 南か１７ 南か１８ 南か１９ 南か２０ 南か２１ 南か２２ 南か２３ 南か２４ 南か２５ 南か２６ 南か２７ 南か２８ 南か２９ 南か３０ 南か３１ 南か３２ 南か３３ 南か３４ 南か３５ 南か３６ 南か３７ 南か３８ 南か３９ 南か４０ 南か４１ 南か４２ 南か４３ 南か４４ 南か４５ 南か４６ 南か４７

F 南き１ 南き２ 南き３ 南き４ 南き５ 南き６ 南き７ 南き８ 南き９ 南き１０ 南き１１ 南き１２ 南き１３ 南き１４ 南き１５ 南き１６ 南き１７ 南き１８ 南き１９ 南き２０ 南き２１ 南き２２ 南き２３ 南き２４ 南き２５ 南き２６ 南き２７ 南き２８ 南き２９ 南き３０ 南き３１ 南き３２ 南き３３ 南き３４ 南き３５ 南き３６ 南き３７ 南き３８ 南き３９ 南き４０ 南き４１ 南き４２ 南き４３ 南き４４ 南き４５

G 南く１ 南く２ 南く３ 南き４ 南く５ 南く６ 南く７ 南く８ 南く９ 南く１０ 南く１１ 南く１２ 南く１３ 南く１４ 南く１５ 南く１６ 南く１７ 南く１８ 南く１９ 南く２０ 南く２１ 南く２２ 南く２３ 南く２４ 南く２５ 南く２６ 南く２７ 南く２８ 南く２９ 南く３０ 南く３１ 南く３２ 南く３３ 南く３４ 南く３５ 南く３６ 南く３７ 南く３８ 南く３９ 南く４０ 南く４１

H 南け１ 南け２ 南け３ 南け４ 南け５ 南け６ 南け７ 南け８ 南け９ 南け１０ 南け１１ 南け１２ 南け１３ 南け１４ 南け１５ 南け１６ 南け１７ 南け１８ 南け１９ 南け２０ 南け２１ 南け２２ 南け２３ 南け２４ 南け２５ 南け２６ 南け２７ 南け２８ 南け２９ 南け３０ 南け３１ 南け３２ 南け３３ 南け３４ 南け３５ 南け３６ 南け３７ 南け３８ 南け３９

I 南こ１ 南こ２ 南こ３ 南こ４ 南こ５ 南こ６ 南こ７ 南こ８ 南こ９ 南こ１０ 南こ１１ 南こ１２ 南こ１３ 南こ１４ 南こ１５ 南こ１６ 南こ１７ 南こ１８ 南こ１９ 南こ２０ 南こ２１ 南こ２２ 南こ２３ 南こ２４ 南こ２５ 南こ２６
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Ｃコート チーム観戦Bコート チーム観戦

Ｃコート チーム観戦

◎注意事項
各チームの顧問の先生は以下のように生徒へのご指導をよろしくお願い致します。

☆ゲーム中、ベンチでは必ずマスクを着用するよう指導して下さい。

・フロア外でも必ずマスクを着用するようよろしくお願いします。参加者全員のマスク着用

が必要です。

・また、廊下等で密集することも避けて下さい。

・ゴミは各チーム確実に持ち帰って下さい。

・会場を後にする際は、顧問の先生が責任を持ってチームの座席ス

ペースを消毒してください。※消毒スプレーは本部前にあります。

令和４年度 釧路新聞社杯争

奪バスケットボール大会

１／２１(土)

観客席 座席スペース

明輝

男子

Bコート チーム観戦

次試合

応援保

護者待

機場所

高専

女子

工業

男子

武修

館

男子

根室

男子

標茶

男子

別海

男子

南い23工業

男子
中標津

男子

湖陵

女子



21日(土)　チーム応援者　入場可能時間

入場可能時

間
次試合応援B淡 次試合応援B濃 次試合応援C淡 次試合応援C濃

8:55 別海男子 標茶男子 高専女子 北陽・中標津・別海女子

10:30 明輝男子 武修館男子 江南女子 明輝女子

12:05 江南男子 湖陵女子

13:40 湖陵男子 北陽男子 根室男子

15:15 工業男子 中標津男子

①健康チェックシートを受付に提出して下さい。

②各チームが先に提出している利用者名簿（チーム応援者）の「本日の体温」と「体調確認」の欄に記入をお願いします。

③案内に従って移動し、「次試合応援待機場所」で待機して下さい。

④前の試合が終了後、応援席の除菌・消毒が済み、アナウンス後に観客席に移動して下さい。

⑤応援した試合が終了した後、速やかに応援席から移動して下さい。

⑥試合後、次の試合がない場合はロビーに留まらず、速やかに退館をお願いします。



車

・上記の図の　　　　に従って、館内では移動をして下さい。

　※一方通行です。逆移動しないようご協力をよろしくお願い致します。

・トイレは１階のトイレをご利用下さい。（掲示があります。）

湿原の風ｱﾘｰﾅ釧路
会  場  図

注　意　事　項

アリーナ玄関前への送迎車両の乗り入れはご遠慮ください。

・会場への入場可能時間は、応援する自チームの試合開始３５分前です。

・応援者は事前に配付されているＩＤを着用し、入館して下さい。

・応援者は左上に【大会１日目】と記載された健康チェックシートを受付に提出して下さい。

靴を履きかえる

身障者用駐車場
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フロアでの応援は必ずシューズを着用して下さ
い。
※スリッパ・サンダルでの観戦は安全面はもち
ろん、施設で禁止されています。

Ｃコート

本　部 放送室

Ｄコート

審判
控え室①受付で「今日の体温」と「体調確認」を記

入して下さい。

②受付左手の階段を上がり、掲示に従って

待機スペースに移動して下さい。

※待機スペースは観客席３Ｆです。

※なお、試合直前（コートの観客席に入れ

る状況）であれば、１階受付から直進し、フ

ロアに入場してください。

③ゲーム開始前に、掲

示・案内に従って１階

に降り、フロアに入場

して下さい。

④自チーム応援終了後、掲示・案内に従って、フロアから速やかに退

場して下さい。

※男子の第１・２試合と女子の第1試合の勝者チームの応援者

は退場後、次試合も応援する場合は入場と同様の経路で応

援者待機スペースに移動して下さい。

感染対策へのご理解とご協力をよろしくお願いします。男子のチームの応援者は速やかに

会場から出て下さい。

チーム応援者の待機スペースと

入場後の移動規制について

点線はランニングコース



22日(日)　入場時間について

※21日のC3勝利チームは09:00に入場し、09:20までにTO席についてください。

入場可能時間 試合開始時間

8:00 ※会場設営 北陽男子 北陽女子

8:30 9:30 B3勝者 B5勝者

9:00 ※1試合目TO C3勝者

9:05 11:05 C4勝者 B4勝者

10:40 12:40 C2勝者

※ゲーム終了後、次試合・TOがない場合は速やかに退場・解散をして下さい。


