
・大会当日９時より大会本部にて指導者ミーティングを行いますので

A1 　　チーム代表者は必ず出席して下さい。開会式は行いません。

A2 ・１０月６日県北カップ女子試合終了後、閉会式を行います。

B1 ・１０月１４日試合終了後、出場全チームにて閉会式を行います。

B2 　　両日、閉会式終了後、代表者会議を行います。

C1 ・チーム関係者（プレイヤー、指導者、保護者）は２Ｆ入口より入場して下さい。

C2 ・座席の指定は行いませんので各チーム譲り合って使用して下さい。

D1 ・ランニングコースに荷物、テーブル等を置かないようにして下さい。 Ｕ１２部会北部地区責任者　・　波多野　隆史　　

D2 Ｕ１２部会北部地区競技委員長　・　栗原　智彦　　

時間 ＴＯ 時間 ＴＯ 時間 ＴＯ

① 9:40 県予選 行田桜ヶ丘 桶川レグルス 下忍 ① 9:40 県予選 寄居 東松山西 深谷西 ① 9:40 カップ 行田桜ヶ丘 大里 行田ラビッツ

② 10:45 県予選 新明 行田みなみ 桶川レグルス ② 10:45 県予選 上里ブルーウィンズ 妻沼ブラッサムズ 東松山西 ② 10:45 カップ 行田長野 本庄藤田スプリングス C①勝

③ 11:50 県予選 桶川西 下忍 行田みなみ ③ 11:50 県予選 妻沼ブラッサムズ 深谷西 妻沼ブラッサムズ ③ 11:50 県予選 吹上 北本 C②負

④ 12:55 県予選 東松山西 行田桜ヶ丘 C②勝 ④ 12:55 県予選 桶川レグルス 寄居 吹上 ④ 12:55 県予選 桶川北 行田ラビッツ 北本

⑤ 14:00 県予選 妻沼ブラッサムズ 新明 行田桜ヶ丘 ⑤ 14:00 県予選 行田みなみ 上里ブルーウィンズ 寄居 ⑤ 14:00 カップ C①負 C②負 桶川北

⑥ 15:05 県予選 下忍 妻沼ブラッサムズ 新明 ⑥ 15:05 県予選 深谷西 桶川西 上里ブルーウィンズ ⑥ 15:05 カップ C①勝 C②勝 C①負

⑦ 16:10 県予選 行田ラビッツ 吹上 妻沼ブラッサムズ ⑦ 16:10 県予選 北本 桶川北 桶川西

時間 ＴＯ 時間 ＴＯ 時間 ＴＯ

① 9:40 県予選 行田みなみ 北本 下忍 ① 9:40 県予選 上里ブルーウィンズ 桶川北 妻沼ブラッサムズ ① 9:40 カップ 成田 幡羅８９ＥＲＳ 新明

② 10:45 県予選 桶川レグルス 深谷西 北本 ② 10:45 県予選 寄居 桶川西 桶川北 ② 10:45 カップ 鴻巣ＴＭＢ 横瀬 Ｃ①負

③ 11:50 県予選 東松山西 下忍 深谷西 ③ 11:50 県予選 行田桜ヶ丘 妻沼ブラッサムズ 桶川西 ③ 11:50 県予選 新明 吹上 Ｃ①勝

④ 12:55 県予選 北本 上里ブルーウィンズ 東松山西 ④ 12:55 県予選 桶川北 行田みなみ 行田桜ヶ丘 ④ 12:55 県予選 妻沼ブラッサムズ 行田ラビッツ 吹上

⑤ 14:00 県予選 桶川西 桶川レグルス 上里ブルーウィンズ ⑤ 14:00 県予選 深谷西 寄居 行田みなみ ⑤ 14:00 カップ Ｃ①負 Ｃ②負 行田ラビッツ

⑥ 15:05 県予選 妻沼ブラッサムズ 東松山西 桶川レグルス ⑥ 15:05 カップ Ｃ①勝 Ｃ②勝 Ｃ②負

⑦ 16:10 県予選 下忍 行田桜ヶ丘 妻沼ブラッサムズ ⑦ 16:10 県予選 行田ラビッツ 新明 寄居 ⑦ 16:10 県予選 吹上 妻沼ブラッサムズ Ｃ②勝

⑦試合目のアップは15:55～とします。

閉会式

閉会式（県北カップ女子）

★１０月１４日（月・祝）会場：行田グリーンアリーナ   開場８：３０
Ａコート（手前） Ｂコート（中央） Ｃコート（奥）

対戦 対戦 対戦

★１０月６日（日）会場：本庄シルクドーム   開場８：３０
Ａコート（手前） Ｂコート（中央） Ｃコート（奥）

対戦 対戦 対戦

桶川レグルス 行田みなみ

妻沼ブラッサムズ 吹上

桶川西 桶川北

寄居 上里ブルーウィンズ 横瀬 本庄藤田スプリングス

東松山西 妻沼ブラッサムズ

行田桜ヶ丘

深谷西 北本 幡羅８９ＥＲＳ 大里

行田桜ヶ丘 新明 鴻巣ＴＭＢ 行田長野

  ２０１９年度　Ｕ－１２秋季バスケットボール大会　地区決勝・県北カップ決勝大会

男子 女子 男子 女子

県予選

下忍 行田ラビッツ

県北カップ

成田


