
本庄総合公園体育館　ＡコートＡコートコート
ＴＯ 審判

第１ゲームゲーム A1 松伏サンズサンズ 36 - 50 大宮中川 片　Ａコート山 派遣 派遣
第２ゲームゲーム A2 鶴ヶ島ドリームスヶ島ドリームス島ドリームスドリームス 64 - 33 東松山西 大宮中川 派遣 派遣
第３ゲームゲーム A3 片　Ａコート山 42 - 34 八　Ａコート北 鶴ヶ島ドリームスヶ島ドリームス島ドリームスドリームス 派遣 派遣
第４ゲームゲーム A4 行田桜ヶ丘ヶ島ドリームス丘 27 - 57 大宮中川 八　Ａコート北 派遣 派遣
第５ゲームゲーム A5 極星ボーイズボーイズ 48 - 56 鶴ヶ島ドリームスヶ島ドリームス島ドリームスドリームス 大宮中川 派遣 派遣

A6 片　Ａコート山 28 - 44 東川口 派遣 派遣

ＴＯ 審判
第１ゲームゲーム B1 -
第２ゲームゲーム B2 越谷ウインズウインズ 35 - 39 児　Ａコート玉 松伏サンズサンズ 派遣 派遣
第３ゲームゲーム B3 新郷ジャックスジャックス 45 - 40 豊　Ａコート野 児玉 派遣 派遣
第４ゲームゲーム B4 -
第５ゲームゲーム B5 児　Ａコート玉 31 - 51 戸　Ａコート田 派遣 派遣

B6 下　Ａコート忍 31 - 37 新郷ジャックスジャックス 派遣 派遣

ＴＯ 審判
第１ゲームゲーム C1 27 - 26 大宮ブルースカイ 上木ガッツガッツ 派遣 派遣
第２ゲームゲーム C2 鴻　Ａコート巣 29 - 56 さしま 派遣 派遣
第３ゲームゲーム C3 上木ガッツガッツ 26 - 45 坂戸ロケッツ さしま 派遣 派遣
第４ゲームゲーム C4 35 - 27 川越エルフ 坂戸ロケッツ 派遣 派遣
第５ゲームゲーム C5 朝霞フレンドリーズフレンドリーズ 41 - 40 さしま 派遣 派遣

C6 坂戸ロケッツ 39 - 37 松伏サンズダンカーズ 派遣 派遣

ＴＯ 審判
第１ゲームゲーム D1 本庄南 63 - 50 所沢林クローバーズクローバーズ 埼玉柏葉 派遣 派遣
第２ゲームゲーム D2 日出谷ウインズベリーズ 49 - 28 東大宮ポパイ 本庄南 派遣 派遣
第３ゲームゲーム D3 埼玉柏葉 43 - 59 新　Ａコート栄 日出谷ウインズベリーズ 派遣 派遣
第４ゲームゲーム D4 72 - 27 本庄南 新　Ａコート栄 派遣 派遣
第５ゲームゲーム D5 豊岡グリーンクラブグリーンクラブ 73 - 33 日出谷ウインズベリーズ 川口じりん 派遣 派遣

D6 新　Ａコート栄 40 - 67 戸　Ａコート田 豊岡グリーンクラブグリーンクラブ 派遣 派遣

ＴＯ 審判
第１ゲームゲーム E1 -
第２ゲームゲーム E2 吉　Ａコート川 36 - 59 南古谷ウインズアクロス 所沢林クローバーズクローバーズ 派遣 派遣
第３ゲームゲーム E3 鶴ヶ島ドリームスヶ島ドリームス島ドリームスドリームス 54 - 39 別所チェリーズ 南古谷ウインズアクロス 派遣 派遣
第４ゲームゲーム E4 -
第５ゲームゲーム E5 南古谷ウインズアクロス 58 - 32 三郷ジャックスアドベンチャーズ 本庄南 派遣 派遣

E6 幸　Ａコート松 41 - 36 鶴ヶ島ドリームスヶ島ドリームス島ドリームスドリームス 南古谷ウインズアクロス 派遣 派遣

ＴＯ 審判
第１ゲームゲーム F1 坂戸ロケッツ 26 - 61 上木ガッツ崎 荻島ドリームスハッピーズ 派遣 派遣
第２ゲームゲーム F2 清　Ａコート門 27 - 49 大久保東 上木ガッツ崎 派遣 派遣
第３ゲームゲーム F3 荻島ドリームスハッピーズ 50 - 59 新郷ジャックスレッズ 大久保東 派遣 派遣
第４ゲームゲーム F4 上木ガッツ崎 30 - 48 吹　Ａコート上 新郷ジャックスレッズ 派遣 派遣
第５ゲームゲーム F5 行田ラビッツ 53 - 45 大久保東 吹上 派遣 派遣

F6 新郷ジャックスレッズ 37 - 39 狭山ゼルズガール 行田ラビッツ 派遣 派遣

埼玉県ＵＵ12バスケットボール大会兼県民総合スポーツ大会　第１日目　日程表大会兼県Ｕ民総合スポーツ大会　第１日目　日程表スポーツ大会　第１日目　日程表大会　第１日目　日程表
11月3日(日)

(淡) (濃)
09:45～
11:05～
12:25～
13:45～
15:05～

第6ゲーム 16:25～ A5勝
本庄総合公園体育館　ＡコートBコート

(淡) (濃)
09:45～
11:05～
12:25～
13:45～
15:05～ A4負

第6ゲーム 16:25～ B5勝
本庄総合公園体育館　ＡコートCコート

(淡) (濃)
09:45～ F.F.ファイヤーズ
11:05～ FFファイヤーズ
12:25～
13:45～ F.F.ファイヤーズ
15:05～ FFファイヤーズ

第6ゲーム 16:25～ C5勝
11月3日(日)
行田市総合体育館　ＡコートDコート

(淡) (濃)
09:45～
11:05～
12:25～
13:45～ 川口じりんMBC
15:05～

第6ゲーム 16:25～
行田市総合体育館　ＡコートEコート

(淡) (濃)
09:45～
11:05～
12:25～
13:45～
15:05～

第6ゲーム 16:25～
行田市総合体育館　ＡコートFコート

(淡) (濃)
09:45～
11:05～
12:25～
13:45～
15:05～

第6ゲーム 16:25～



越谷ウインズ市立総合体育館
ＴＯ 審判

第１ゲームゲーム a1 大宮中川 43 - 39 朝霞フレンドリーズフレンドリーズ 派遣 派遣
第２ゲームゲーム a2 鶴ヶ島ドリームスヶ島ドリームス島ドリームスドリームス 40 - 59 戸　Ａコート田 大宮中川 派遣 派遣
第３ゲームゲーム a3 朝霞フレンドリーズフレンドリーズ 45 - 41 東川口 戸　Ａコート田 派遣 派遣
第４ゲームゲーム a4 新郷ジャックスジャックス 34 - 30 坂戸ロケッツ 東川口 派遣 派遣

a5 52 - 44 鶴ヶ島ドリームスヶ島ドリームス島ドリームスドリームス 新郷ジャックスジャックス 派遣 派遣
a6 東川口 50 - 40 坂戸ロケッツ 派遣 派遣

越谷ウインズ市立総合体育館
ＴＯ 審判

第１ゲームゲーム c1 53 - 32 吹　Ａコート上 行田ラビッツ 派遣 派遣
第２ゲームゲーム c2 豊岡グリーンクラブグリーンクラブ 43 - 51 南古谷ウインズアクロス 派遣 派遣
第３ゲームゲーム c3 行田ラビッツ 27 - 74 戸　Ａコート田 南古谷ウインズアクロス 派遣 派遣
第４ゲームゲーム c4 幸　Ａコート松 29 - 28 狭山ゼルズガール 戸田 派遣 派遣

c5 吹　Ａコート上 34 - 27 豊岡グリーンクラブグリーンクラブ 幸　Ａコート松 派遣 派遣
c6 行田ラビッツ 35 - 41 狭山ゼルズガール 吹　Ａコート上 派遣 派遣

春日部市立庄和体育館 ｘコートコート
ＴＯ 審判

x1 38 ― 31 南古谷ウインズアクロス 朝霞フレンドリーズフレンドリーズ 派遣 派遣
x2 大宮中川 28 ― 26 戸　Ａコート田 派遣 派遣
x3 大宮中川 派遣 派遣南古谷ウインズアクロス 43 34 幸　Ａコート松
x4 南古谷ウインズアクロス 派遣 派遣戸　Ａコート田 65 40 新郷ジャックスジャックス
x5 女子決勝 新郷ジャックスジャックス 派遣 派遣35 55 戸　Ａコート田
x6 男子決勝 戸　Ａコート田 派遣 派遣大宮中川 45 51 朝霞フレンドリーズフレンドリーズ

春日部市立庄和体育館 ｙコートコート
ＴＯ 審判

y1 戸　Ａコート田 39 ― 28 幸　Ａコート松 新郷ジャックスジャックス 派遣 派遣
y2 朝霞フレンドリーズフレンドリーズ 47 ― 38 新郷ジャックスジャックス 戸　Ａコート田 派遣 派遣

―
―
―
―

埼玉県ＵＵ12バスケットボール大会兼県民総合スポーツ大会　第１日目　日程表大会兼県Ｕ民総合スポーツ大会　第１日目　日程表スポーツ大会　第１日目　日程表大会　第2日目　日程表
11月8日（日）

aコート
(淡) (濃)

09:45～ F.F.ファイヤーズ
11:05～
12:25～
13:45～

第5ゲーム 15:05～ F.F.ファイヤーズ
第6ゲーム 16:25～ F.F.ファイヤーズ

cコート
(淡) (濃)

09:45～ 川口じりんMBC
11:05～ 川口じりんMBC
12:25～
13:45～

第5ゲーム 15:05～
第6ゲーム 16:25～

埼玉県ＵＵ12バスケットボール大会兼県民総合スポーツ大会　第１日目　日程表秋季リーグ決勝大会　第リーグ決勝大会　第決勝大会　第3日目　日程表
11月15日（日）

(淡) (濃)
第1ゲーム 09:30～ 川口じりんMBC
第2ゲーム 10:45～ 川口じりんMBC
第3ゲーム 12:00～ 女子3決

第4ゲーム 13:15～ 男子3決

第5ゲーム 14:30～ 川口じりんMBC
第6ゲーム 15:45～

(淡) (濃)
第1ゲーム 09:30～
第2ゲーム 10:50～


	組合せと日程

