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入場 ・ 観覧無料

11:00 ～ 17:30
inトリアス

お問い合わせ 株式会社裕和 : 0120-933-235

雨天時 : 開催場所を変更し、 無観客による屋内会場での実
施となります。

トリアスモール

イベント会場

GAP OUTREET

新型コロナ対策について

当イベントでは、 手指の消毒の徹底、 密を避けたイス ・ テーブルの配置など、
万全のコロナ対策を行っております。
また、 イベント会場自体も屋外の開放的な空間となっております。
コロナに負けず皆様にお楽しみいただけるよう配慮しておりますので、 安心して
ご参加ください。

西日本王座をかけた熱き闘い

各エリアを勝ち抜いた、 決勝進出７チームによる白熱の試合 !!

3x3 とは、 ハーフコートで行う 3 対 3 の

バスケットボールです。

東京オリンピック 2020 の正式種目にも

なり注目を集めています。

3x3 とは

3x3

WEST

FUKUOKA

2021 inplayoffplayoff
prezents

侍 BALLERS & Jr.
パフォーマンスショー　

日本で最も歴史と功績を誇り、 国内 ・ 海外
を舞台に活動するプロフリースタイルバスケッ
トボールチーム 「侍 BALLERS」 と、そのキッ
ズ部門 「侍 BALLERS Jr.」 によるパフォーマ
ンスショー開催 !!

福岡 SUNScheerleaders による
ダンスパフォーマンス !!　

福岡を拠点にする社会人アメリカンフットボール
チーム 「福岡 SUNS」 の公式試合や、 イベントへ
の出演等で活躍中の 「福岡 SUNScheerleaders」
による応援が、 さらに試合を盛り上げる !!

Monju による生演奏 !!

福岡を中心にオリジナル、 カバーライブを展開
するアコースティックポップスバンド 「Monju」 に
よる生演奏 !!



協賛企業

どのチーム勝
ち
残
る
の
は !だ ？

3 人制プロバスケットボールリーグ 「3x3.EXE」 には、 全国で 42 チーム、 西日本ではそのうちの 12 チームが存在する。
「3x3 WEST PLAYOFF 2021 in FUKUOKA」 とは、 西日本 12 チームのうち、 決勝進出を果たした 7 チームの中から西日本年間王者を
決める大会である。
一年間の激しい戦いを勝ち抜いてきたトップチームによる王者決定戦が

3 人制プロバスケットボールリーグ 「3x3.EXE」 には、 全国で 42 チーム、 西日本ではそのうちの 12 チームが存在する。
「3x3 WEST PLAYOFF 2021 in FUKUOKA」 とは、 西日本 12 チームのうち、 決勝進出を果たした 7 チームの中から西日本年間王者を
決める大会である。
一年間の激しい戦いを勝ち抜いてきたトップチームによる王者決定戦が ここ福岡で今、 幕を切る !!ここ福岡で今、 幕を切る !!

主催チーム主催チーム

中国 ・ 四国エリア中国 ・ 四国エリア

FUKUOKA YUWA 
MONSTERS.EXE

関西 ・ 東海エリア関西 ・ 東海エリア

九州エリア九州エリア

出場予定チーム

EXPLORERS
KAGOSHIMA.EXE

KARATSU
LEO BLACKS.EXE

TRYHOOP
OKAYAMA.EXE

FUKUYAMA
BATS.EXE

KYOTO BB.EXE
ORANGE
ARROWS.EXE

「FUKUOKA YUWA MONSTERS.EXE」 は 2021

年より 3x3.EXE PREMIER に参戦いたしました。

バスケット大国福岡で初めて誕生した３人制プロ

バスケットチームとして世界大会を目指すことは

もちろん、 地域スポーツとしての特性を活かし、

ＳＤＧｓをはじめとした地域貢献活動を多くの

方々と手を取り合い積極的に行って参ります。

どうぞこれからも、 「FUKUOKA YUWA 

MONSTERS.EXE」 の応援をよろしくおねがいし

ます !!

「FUKUOKA YUWA MONSTERS.EXE」 は 2021

年より 3x3.EXE PREMIER に参戦いたしました。

バスケット大国福岡で初めて誕生した３人制プロ

バスケットチームとして世界大会を目指すことは

もちろん、 地域スポーツとしての特性を活かし、

ＳＤＧｓをはじめとした地域貢献活動を多くの

方々と手を取り合い積極的に行って参ります。

どうぞこれからも、 「FUKUOKA YUWA 

MONSTERS.EXE」 の応援をよろしくおねがいし

ます !!

10:30 ～ ご来場者様入場受付開始
11:00 ～ Monju の演奏及び
             侍 BALLERS Jr. のパフォーマンス
11:40 ～ アップ
12:15 ～ オープニング
            福岡 SUNScheerleaders のダンスパフォーマンス
12:30 ～ PoolA 1-2
12:50 ～ PoolA 3-4 
13:10 ～ PoolB 5-6
13:30 ～ PoolA 1-3
13:50 ～ PoolB 5-7
14:10 ～ PoolA 2-4

14:30 ～ PoolB 6-7
14:50 ～ 女子のエキシビジョンマッチ
            [SHINE( 大分 ) vs KARATSU LEONINERS( 唐津 )]
15:10 ～ SEMI FINAL１
15:30 ～ SEMI FINAL2　
15:50 ～ 侍 BALLERS のパフォーマンス及び
             福岡 SUNScheerleaders のダンスパフォーマンス
16:10 ～ FINAL
16:35 ～ AWARD
16:50 ～ FINISH

11 月 7 日のスケジュール

豊富な飲食ブースもご用意して
おります。
美味しい料理を食べながら、
試合観戦をお楽しみください♪


