
男子 7月8日

時　間 Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 東松山西Ａ － 鴻巣Ａ 野本 鴻巣南 鴻巣南

9:55～ 東松山西Ｂ － 鴻巣Ｂ 野本 鴻巣南 鴻巣南

10:20～ 野本 － 東松山西Ａ 鴻巣Ａ 鴻巣Ｂ 鴻巣Ｂ

10:45～ 鴻巣南 － 東松山西Ｂ 鴻巣Ａ 鴻巣Ｂ 鴻巣Ｂ

11:10～ 鴻巣Ａ － 野本 東松山西Ａ 東松山西Ｂ 東松山西Ｂ

11:35～ 鴻巣Ｂ － 鴻巣南 東松山西Ａ 東松山西Ｂ 東松山西Ｂ

12:00～

13:25～ 東松山西Ｂ － 鴻巣Ａ 鴻巣南 野本 野本

13:50～ 東松山西Ａ － 鴻巣Ｂ 鴻巣南 野本 野本

14:15～ 野本 － 東松山西Ｂ 鴻巣Ｂ 鴻巣Ａ 鴻巣Ａ

14:40～ 鴻巣南 － 東松山西Ａ 鴻巣Ｂ 鴻巣Ａ 鴻巣Ａ

15:05～ 鴻巣Ｂ － 野本 東松山西Ｂ 東松山西Ａ 東松山西Ａ

15:30～ 鴻巣Ａ － 鴻巣南 東松山西Ｂ 東松山西Ａ 東松山西Ａ

16:05～

東松山南地区体育館

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

開　　　　　会　　　　　式

（淡） （濃） 審　　　　判

フリースロー大会・ミクロ試合

閉　　　　　会　　　　　式



男子 7月14日

時　間 Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 児玉 － 原谷サンボーイズ 大里 江南 江南

10:00～ 熊谷サクラメイツ － 大里 児玉 原谷サンボーイズ 原谷サンボーイズ

10:30～ 江南 － 児玉 熊谷サクラメイツ 大里 大里

11:00～ 原谷サンボーイズ － 熊谷サクラメイツ 江南 児玉 児玉

11:30～ 大里 － 江南 原谷サンボーイズ 熊谷サクラメイツ 熊谷サクラメイツ

12:00～

13:30～ 江南 － 熊谷サクラメイツ 大里 原谷サンボーイズ 原谷サンボーイズ

14:00～ 児玉 － 大里 江南 熊谷サクラメイツ 熊谷サクラメイツ

14:30～ 原谷サンボーイズ － 江南 児玉 大里 大里

15:00～ 熊谷サクラメイツ － 児玉 原谷サンボーイズ 江南 江南

15:30～ 大里 － 原谷サンボーイズ 熊谷サクラメイツ 児玉 児玉

16:00～

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

児玉共和小学校

（淡） （濃） 審　　　　判

開　　　　　会　　　　　式

フリースロー大会・ミクロ試合

閉　　　　　会　　　　　式



男子 7月14日

時　間 Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ ＪＪＦ　ＫＩＤＳ － 小川レインボー 北本 幡羅８９ＥＲＳ 幡羅８９ＥＲＳ

10:00～ 鳩山ＩＢＣ － 北本 ＪＪＦ　ＫＩＤＳ 小川レインボー 小川レインボー

10:30～ 幡羅８９ＥＲＳ － ＪＪＦ　ＫＩＤＳ 鳩山ＩＢＣ 北本 北本

11:00～ 小川レインボー － 鳩山ＩＢＣ 幡羅８９ＥＲＳ ＪＪＦ　ＫＩＤＳ ＪＪＦ　ＫＩＤＳ

11:30～ 北本 － 幡羅８９ＥＲＳ 小川レインボー 鳩山ＩＢＣ 鳩山ＩＢＣ

12:00～

13:30～ 幡羅８９ＥＲＳ － 鳩山ＩＢＣ 北本 小川レインボー 小川レインボー

14:00～ ＪＪＦ　ＫＩＤＳ － 北本 幡羅８９ＥＲＳ 鳩山ＩＢＣ 鳩山ＩＢＣ

14:30～ 小川レインボー － 幡羅８９ＥＲＳ ＪＪＦ　ＫＩＤＳ 北本 北本

15:00～ 鳩山ＩＢＣ － ＪＪＦ　ＫＩＤＳ 小川レインボー 幡羅８９ＥＲＳ 幡羅８９ＥＲＳ

15:30～ 北本 － 小川レインボー 鳩山ＩＢＣ ＪＪＦ　ＫＩＤＳ ＪＪＦ　ＫＩＤＳ

16:00～ 閉　　　　　会　　　　　式

川島町民体育館

（淡） （濃） 審　　　　判

開　　　　　会　　　　　式

フリースロー大会・ミクロ試合

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）



男子 7月15日

時　間 Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 寄居 － 横瀬 熊谷玉井 影森 影森

10:00～ 桜木 － 熊谷玉井 寄居 横瀬 横瀬

10:30～ 影森 － 寄居 桜木 熊谷玉井 熊谷玉井

11:00～ 横瀬 － 桜木 影森 寄居 寄居

11:30～ 熊谷玉井 － 影森 横瀬 桜木 桜木

12:00～

13:30～ 影森 － 桜木 熊谷玉井 横瀬 横瀬

14:00～ 寄居 － 熊谷玉井 影森 桜木 桜木

14:30～ 横瀬 － 影森 寄居 熊谷玉井 熊谷玉井

15:00～ 桜木 － 寄居 横瀬 影森 影森

15:30～ 熊谷玉井 － 横瀬 桜木 寄居 寄居

16:00～

開　　　　　会　　　　　式

フリースロー大会・ミクロ試合

閉　　　　　会　　　　　式

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

寄居あたご体育館

（淡） （濃） 審　　　　判



男子 7月15日

時　間 Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 新明 － 桶川レグルスＡ 東松山南 石原 石原

9:55～ 松山 － 桶川レグルスＢ 東松山南 石原 石原

10:20～ 東松山南 － 新明 桶川レグルスＡ 桶川レグルスＢ 桶川レグルスＢ

10:45～ 石原 － 松山 桶川レグルスＡ 桶川レグルスＢ 桶川レグルスＢ

11:10～ 桶川レグルスＡ － 東松山南 新明 松山 松山

11:35～ 桶川レグルスＢ － 石原 新明 松山 松山

12:00～

13:25～ 松山 － 桶川レグルスＡ 石原 東松山南 東松山南

13:50～ 新明 － 桶川レグルスＢ 石原 東松山南 東松山南

14:15～ 東松山南 － 松山 桶川レグルスＢ 桶川レグルスＡ 桶川レグルスＡ

14:40～ 石原 － 新明 桶川レグルスＢ 桶川レグルスＡ 桶川レグルスＡ

15:05～ 桶川レグルスＢ － 東松山南 松山 新明 新明

15:30～ 桶川レグルスＡ － 石原 松山 新明 新明

16:00～

開　　　　　会　　　　　式

フリースロー大会・ミクロ試合

閉　　　　　会　　　　　式

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

東松山南地区体育館

（淡） （濃） 審　　　　判



男子 7月15日

時　間 Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 下忍 － 妻沼ブラッサムズ 桶川西 北本ベアーズ 北本ベアーズ

10:20～ 北本ベアーズ － 桶川西 下忍 妻沼ブラッサムズ 妻沼ブラッサムズ

11:10～ 北本ベアーズ － 下忍 妻沼ブラッサムズ 桶川西 桶川西

12:00～

13:30～ 桶川西 － 妻沼ブラッサムズ 北本ベアーズ 下忍 下忍

　

14:20～ 桶川西 － 下忍 北本ベアーズ 妻沼ブラッサムズ 妻沼ブラッサムズ

　

15:10～ 妻沼ブラッサムズ － 北本ベアーズ 下忍 桶川西 桶川西

16:05～

開　　　　　会　　　　　式

フリースロー大会・ミクロ試合

閉　　　　　会　　　　　式

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

鴻巣下忍小学校

（淡） （濃） 審　　　　判



男子 7月16日

時　間 Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 長瀞 － おがのウィンディアーズ 深谷桜 成田 成田

10:00～ 上柴Ｙｏｕ＆Ｍｅ － 深谷桜 長瀞 おがのウィンディアーズ おがのウィンディアーズ

10:30～ 成田 － 長瀞 上柴Ｙｏｕ＆Ｍｅ 深谷桜 深谷桜

11:00～ おがのウィンディアーズ － 上柴Ｙｏｕ＆Ｍｅ 成田 長瀞 長瀞

11:30～ 深谷桜 － 成田 おがのウィンディアーズ 上柴Ｙｏｕ＆Ｍｅ 上柴Ｙｏｕ＆Ｍｅ

12:00～

13:30～ 成田 － 上柴Ｙｏｕ＆Ｍｅ 深谷桜 おがのウィンディアーズ おがのウィンディアーズ

14:00～ 長瀞 － 深谷桜 成田 上柴Ｙｏｕ＆Ｍｅ 上柴Ｙｏｕ＆Ｍｅ

14:30～ おがのウィンディアーズ － 成田 長瀞 深谷桜 深谷桜

15:00～ 上柴Ｙｏｕ＆Ｍｅ － 長瀞 おがのウィンディアーズ 成田 成田

15:30～ 深谷桜 － おがのウィンディアーズ 上柴Ｙｏｕ＆Ｍｅ 長瀞 長瀞

16:00～

開　　　　　会　　　　　式

フリースロー大会・ミクロ試合

閉　　　　　会　　　　　式

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

長瀞第一小学校

（淡） （濃） 審　　　　判



男子 7月16日

時　間 Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 本庄ビクトリーズ － 本庄 岡部 上里 上里

10:00～ 本庄藤田スプリングス － 岡部 本庄ビクトリーズ 本庄 本庄

10:30～ 上里 － 本庄ビクトリーズ 本庄藤田スプリングス 岡部 岡部

11:00～ 本庄 － 本庄藤田スプリングス 上里 本庄ビクトリーズ 本庄ビクトリーズ

11:30～ 岡部 － 上里 本庄 本庄藤田スプリングス 本庄藤田スプリングス

12:00～

13:30～ 上里 － 本庄藤田スプリングス 岡部 本庄 本庄

14:00～ 本庄ビクトリーズ － 岡部 上里 本庄藤田スプリングス 本庄藤田スプリングス

14:30～ 本庄 － 上里 本庄ビクトリーズ 岡部 岡部

15:00～ 本庄藤田スプリングス － 本庄ビクトリーズ 本庄 上里 上里

15:30～ 岡部 － 本庄 本庄藤田スプリングス 本庄ビクトリーズ 本庄ビクトリーズ

16:00～

開　　　　　会　　　　　式

フリースロー大会・ミクロ試合

閉　　　　　会　　　　　式

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

エコーピア

（淡） （濃） 審　　　　判



男子 7月16日

時　間 Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 吉見西ウイングス － 鴻巣ＡＭＴ 深谷西 行田桜ヶ丘 行田桜ヶ丘

10:20～ 行田桜ヶ丘 － 深谷西 吉見西ウイングス 鴻巣ＡＭＴ 鴻巣ＡＭＴ

11:10～ 行田桜ヶ丘 － 吉見西ウイングス 鴻巣ＡＭＴ 深谷西 深谷西

12:00～

13:30～ 深谷西 － 鴻巣ＡＭＴ 行田桜ヶ丘 吉見西ウイングス 吉見西ウイングス

　

14:20～ 深谷西 － 吉見西ウイングス 行田桜ヶ丘 鴻巣ＡＭＴ 鴻巣ＡＭＴ

　

15:10～ 鴻巣ＡＭＴ － 行田桜ヶ丘 吉見西ウイングス 深谷西 深谷西

16:05～

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

吉見西小学校

（淡） （濃） 審　　　　判

開　　　　　会　　　　　式

フリースロー大会・ミクロ試合

閉　　　　　会　　　　　式



女子 7月8日

時　間 Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 東松山西 － 野本 岡部 鴻巣南 鴻巣南

10:20～ 鴻巣南 － 岡部 東松山西 野本 野本

11:10～ 鴻巣南 － 東松山西 野本 岡部 岡部

12:00～

13:30～ 岡部 － 野本 鴻巣南 東松山西 東松山西

　

14:20～ 岡部 － 東松山西 鴻巣南 野本 野本

　

15:10～ 野本 － 鴻巣南 東松山西 岡部 岡部

16:05～ 閉　　　　　会　　　　　式

開　　　　　会　　　　　式

（淡）

フリースロー大会・ミクロ試合

東松山南地区体育館

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

（濃） 審　　　　判



女子 7月8日

時　間 Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 行田ラビッツ － 吹上Ａ 吹上Ｂ 桜チェリーズ 桜チェリーズ

10:00～ 深谷 － 吹上Ｂ 行田ラビッツ 吹上Ａ 吹上Ａ

10:30～ 桜チェリーズ － 行田ラビッツ 深谷 吹上Ｂ 吹上Ｂ

11:00～ 吹上Ａ － 深谷 桜チェリーズ 行田ラビッツ 行田ラビッツ

11:30～ 吹上Ｂ － 桜チェリーズ 吹上Ａ 深谷 深谷

12:00～

13:30～ 桜チェリーズ － 深谷 吹上Ｂ 吹上Ａ 吹上Ａ

14:00～ 行田ラビッツ － 吹上Ｂ 桜チェリーズ 深谷 深谷

14:30～ 吹上Ａ － 桜チェリーズ 行田ラビッツ 吹上Ｂ 吹上Ｂ

15:00～ 深谷 － 行田ラビッツ 吹上Ａ 桜チェリーズ 桜チェリーズ

15:30～ 吹上Ｂ － 吹上Ａ 深谷 行田ラビッツ 行田ラビッツ

16:00～

フリースロー大会・ミクロ試合

閉　　　　　会　　　　　式

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

鴻巣大芦小学校

（濃）（淡）

開　　　　　会　　　　　式

審　　　　判



女子 7月8日

時　間 Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 吉見西ウイングス － はやぶさ 川里ジャガーズ 鴻巣ＡＭＴ 鴻巣ＡＭＴ

10:20～ 鴻巣ＡＭＴ － 川里ジャガーズ 吉見西ウイングス はやぶさ はやぶさ

11:10～ 鴻巣ＡＭＴ － 吉見西ウイングス はやぶさ 川里ジャガーズ 川里ジャガーズ

12:00～

13:30～ 川里ジャガーズ － はやぶさ 鴻巣ＡＭＴ 吉見西ウイングス 吉見西ウイングス

　

14:20～ 川里ジャガーズ － 吉見西ウイングス 鴻巣ＡＭＴ はやぶさ はやぶさ

　

15:10～ はやぶさ － 鴻巣ＡＭＴ 吉見西ウイングス 川里ジャガーズ 川里ジャガーズ

16:05～

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

吉見西が丘小学校

（淡） （濃） 審　　　　判

開　　　　　会　　　　　式

フリースロー大会・ミクロ試合

閉　　　　　会　　　　　式



女子 7月14日

時　間 Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 行田みなみ － 行田サンズ 大里 桶川北 桶川北

10:00～ さきたま － 大里 行田みなみ 行田サンズ 行田サンズ

10:30～ 桶川北 － 行田みなみ さきたま 大里 大里

11:00～ 行田サンズ － さきたま 桶川北 行田みなみ 行田みなみ

11:30～ 大里 － 桶川北 行田サンズ さきたま さきたま

12:00～

13:30～ 桶川北 － さきたま 大里 行田サンズ 行田サンズ

14:00～ 行田みなみ － 大里 桶川北 さきたま さきたま

14:30～ 行田サンズ － 桶川北 行田みなみ 大里 大里

15:00～ さきたま － 行田みなみ 行田サンズ 桶川北 桶川北

15:30～ 大里 － 行田サンズ さきたま 行田みなみ 行田みなみ

16:00～ 閉　　　　　会　　　　　式

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

行田南小学校

（淡） （濃） 審　　　　判

開　　　　　会　　　　　式

フリースロー大会・ミクロ試合



女子 7月15日

時　間 Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 東松山南 － 松山 桶川西 日出谷ベリーズ 日出谷ベリーズ

10:00～ 新明 － 桶川西 東松山南 松山 松山

10:30～ 日出谷ベリーズ － 東松山南 新明 桶川西 桶川西

11:00～ 松山 － 新明 日出谷ベリーズ 東松山南 東松山南

11:30～ 桶川西 － 日出谷ベリーズ 松山 新明 新明

12:00～

13:30～ 日出谷ベリーズ － 新明 桶川西 松山 松山

14:00～ 東松山南 － 桶川西 日出谷ベリーズ 新明 新明

14:30～ 松山 － 日出谷ベリーズ 東松山南 桶川西 桶川西

15:00～ 新明 － 東松山南 松山 日出谷ベリーズ 日出谷ベリーズ

15:30～ 桶川西 － 松山 新明 東松山南 東松山南

16:00～

開　　　　　会　　　　　式

フリースロー大会・ミクロ試合

閉　　　　　会　　　　　式

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

東松山南地区体育館

（淡） （濃） 審　　　　判



女子 7月15日

時　間 Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 長瀞 － おがのツイスターズ 妻沼ブラッサムズ 熊谷サクラメイツ 熊谷サクラメイツ

10:20～ 熊谷サクラメイツ － 妻沼ブラッサムズ 長瀞 おがのツイスターズ おがのツイスターズ

11:10～ 熊谷サクラメイツ － 長瀞 おがのツイスターズ 妻沼ブラッサムズ 妻沼ブラッサムズ

12:00～

13:30～ 妻沼ブラッサムズ － おがのツイスターズ 熊谷サクラメイツ 長瀞 長瀞

　

14:20～ 妻沼ブラッサムズ － 長瀞 熊谷サクラメイツ おがのツイスターズ おがのツイスターズ

　

15:10～ おがのツイスターズ － 熊谷サクラメイツ 長瀞 妻沼ブラッサムズ 妻沼ブラッサムズ

16:05～

開　　　　　会　　　　　式

閉　　　　　会　　　　　式

フリースロー大会・ミクロ試合

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

長瀞第一小学校

（淡） （濃） 審　　　　判



女子 7月15日

時　間 （淡） Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 寄居スパークル － 横瀬 影森 鳩山ＩＢＣ 鳩山ＩＢＣ

10:00～ 熊谷玉井 － 影森 寄居スパークル 横瀬 横瀬

10:30～ 鳩山ＩＢＣ － 寄居スパークル 熊谷玉井 影森 影森

11:00～ 横瀬 － 熊谷玉井 鳩山ＩＢＣ 寄居スパークル 寄居スパークル

11:30～ 影森 － 鳩山ＩＢＣ 横瀬 熊谷玉井 熊谷玉井

12:00～

13:30～ 鳩山ＩＢＣ － 熊谷玉井 影森 横瀬 横瀬

14:00～ 寄居スパークル － 影森 鳩山ＩＢＣ 熊谷玉井 熊谷玉井

14:30～ 横瀬 － 鳩山ＩＢＣ 寄居スパークル 影森 影森

15:00～ 熊谷玉井 － 寄居スパークル 横瀬 鳩山ＩＢＣ 鳩山ＩＢＣ

15:30～ 影森 － 横瀬 熊谷玉井 寄居スパークル 寄居スパークル

16:00～ 閉　　　　　会　　　　　式

（濃）

寄居あたご体育館

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

開　　　　　会　　　　　式

審　　　　判

フリースロー大会・ミクロ試合



女子 7月16日

時　間 （淡） Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 本庄 － 本庄藤田スプリングス 本庄南 上里ブルーウィンズ 上里ブルーウィンズ

10:00～ 本庄中央 － 本庄南 本庄 本庄藤田スプリングス 本庄藤田スプリングス

10:30～ 上里ブルーウィンズ － 本庄 本庄中央 本庄南 本庄南

11:00～ 本庄藤田スプリングス － 本庄中央 上里ブルーウィンズ 本庄 本庄

11:30～ 本庄南 － 上里ブルーウィンズ 本庄藤田スプリングス 本庄中央 本庄中央

12:00～

13:30～ 上里ブルーウィンズ － 本庄中央 本庄南 本庄藤田スプリングス 本庄藤田スプリングス

14:00～ 本庄 － 本庄南 上里ブルーウィンズ 本庄中央 本庄中央

14:30～ 本庄藤田スプリングス － 上里ブルーウィンズ 本庄 本庄南 本庄南

15:00～ 本庄中央 － 本庄 本庄藤田スプリングス 上里ブルーウィンズ 上里ブルーウィンズ

15:30～ 本庄南 － 本庄藤田スプリングス 本庄中央 本庄 本庄

16:00～

フリースロー大会・ミクロ試合

閉　　　　　会　　　　　式

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

エコーピア

（濃） 審　　　　判

開　　　　　会　　　　　式



女子 7月16日

時　間 （淡） Ｔ．Ｏ

9:00～

9:30～ 行田長野 － 深西女子 原谷サンフラワーズ 小川レインボー 小川レインボー

10:00～ 大寄 － 原谷サンフラワーズ 行田長野 深西女子 深西女子

10:30～ 小川レインボー － 行田長野 大寄 原谷サンフラワーズ 原谷サンフラワーズ

11:00～ 深西女子 － 大寄 小川レインボー 行田長野 行田長野

11:30～ 原谷サンフラワーズ － 小川レインボー 深西女子 大寄 大寄

12:00～

13:30～ 小川レインボー － 大寄 原谷サンフラワーズ 深西女子 深西女子

14:00～ 行田長野 － 原谷サンフラワーズ 小川レインボー 大寄 大寄

14:30～ 深西女子 － 小川レインボー 行田長野 原谷サンフラワーズ 原谷サンフラワーズ

15:00～ 大寄 － 行田長野 深西女子 小川レインボー 小川レインボー

15:30～ 原谷サンフラワーズ － 深西女子 大寄 行田長野 行田長野

16:00～

開　　　　　会　　　　　式

閉　　　　　会　　　　　式

フリースロー大会・ミクロ試合

２０１８年度　埼玉県フレッシュミニバスケットボール大会（北部地区）

行田グリーンアリーナ

（濃） 審　　　　判


