
第1試合 野寺ウイングス 27 - 40 熊谷玉井ミニバス

第2試合 八幡ドリーム 64 - 32 堤ケ岡ミニ

第3試合 熊谷玉井ミニバス 19 - 63 大沢スマイリーズ

第4試合 堤ケ岡ミニ 42 - 53 ブルーエンジェルス宮本

第5試合 大沢スマイリーズ 64 - 20 野寺ウイングス

第6試合 ブルーエンジェルス宮本 40 - 53 八幡ドリーム

第1試合 極星ボーイズ 38 - 26 諸川ミニバス

第2試合 大和田ミニ 35 - 51 越谷ウインズ

第3試合 諸川ミニバス 62 - 26 吉川ミニ

第4試合 越谷ウインズ 59 - 36 皿沼アークス

第5試合 吉川ミニ 24 - 75 極星ボーイズ

第6試合 皿沼アークス 65 - 34 大和田ミニ

第1試合 針ヶ谷ハニーズ 46 - 21 庄和ミニ

第2試合 片岡小ミニ 30 - 48 大間野ボンバーズ

第3試合 庄和ミニ 26 - 51 宮本シャインズ

第4試合 大間野ボンバーズ 56 - 12 野寺ウイングス

第5試合 宮本シャインズ 57 - 43 針ヶ谷ハニーズ

第6試合 野寺ウイングス 34 - 70 片岡小ミニ

第1試合 朝霞フレンドリーズ 22 - 39 越谷リンクス

第2試合 極星スマイル 41 - 44 南浦和ラビット

第3試合 越谷リンクス 30 - 37 大生MBC

第4試合 南浦和ラビット 31 - 48 川口じりんMBC

第5試合 大生MBC 35 - 22 朝霞フレンドリーズ

第6試合 川口じりんMBC 51 - 52 極星スマイル

第1試合 大沢スマイリーズ 18 - 63 西武エアーズ

第2試合 越谷ファイン 52 - 34 スカイフラワーズ

第3試合 西武エアーズ 53 - 56 桜チェリーズ

第4試合 スカイフラワーズ 34 - 26 光華ミニバス

第5試合 桜チェリーズ 61 - 29 大沢スマイリーズ

第6試合 光華ミニバス 27 - 34 越谷ファイン

第1試合 野田中央オリーブ 34 - 56 坂戸ロケッツ

第2試合 土呂ミニバス 23 - 38 越谷リンクス

第3試合 坂戸ロケッツ 66 - 33 越谷フェニックス

第4試合 越谷リンクス 42 - 38 粕壁ミニ

第5試合 越谷フェニックス 38 - 58 野田中央オリーブ

第6試合 粕壁ミニ 66 - 38 土呂ミニバス

越谷しらこばとカップ2017 カップ戦1日目　試合結果

予選リーグ　男子/MA・MBブロック　7月29日(土) 越谷市総合体育館Aコート

予選リーグ　男子/MC・MDブロック　7月29日(土) 越谷市総合体育館Bコート

予選リーグ　女子/WA・WBブロック　7月29日(土) 越谷市総合体育館Cコート

予選リーグ　女子/WC・WDブロック　7月29日(土) 越谷市総合体育館Dコート

予選リーグ　女子/WE・WFブロック　7月29日(土) 越谷市総合体育館Eコート

予選リーグ　男子/ME・MEブロック　7月29日(土) 越谷市立北体育館Aコート



第1試合 大沢スマイリーズ 36 - 52 八幡ドリーム

第2試合 皿沼アークス 9 - 65 野田中央オリーブ

第3試合 八幡ドリーム 32 - 30 極星ボーイズ

第4試合 野田中央オリーブ 55 - 40 粕壁ミニ

第5試合 極星ボーイズ 67 - 34 大沢スマイリーズ

第6試合 粕壁ミニ 64 - 31 皿沼アークス

男子決勝戦 八幡ドリーム 20 - 56 坂戸ロケッツ

第1試合 川口じりんMBC 40 - 81 桜チェリーズ

第2試合 針ヶ谷ハニーズ 62 - 38 片岡小ミニ

第3試合 桜チェリーズ 56 - 37 越谷ファイン

第4試合 片岡小ミニ 39 - 37 越谷リンクス

第5試合 越谷ファイン 55 - 38 川口じりんMBC

第6試合 越谷リンクス 20 - 32 針ヶ谷ハニーズ

第1試合 宮本シャインズ 36 - 26 大間野ボンバーズ

第2試合 極星スマイル 34 - 66 西武エアーズ

第3試合 大間野ボンバーズ 42 - 30 大生MBC

第4試合 西武エアーズ 64 - 22 スカイフラワーズ

第5試合 大生MBC 24 - 60 宮本シャインズ

第6試合 スカイフラワーズ 20 - 40 極星スマイル

女子決勝戦 宮本シャインズ 60 - 24 桜チェリーズ

第1試合 越谷ウインズ 47 - 64 坂戸ロケッツ

第2試合 熊谷玉井ミニバス 32 - 60 ブルーエンジェルス宮本

第3試合 坂戸ロケッツ 42 - 11 越谷リンクス

第4試合 ブルーエンジェルス宮本 47 - 44 諸川ミニバス

第5試合 越谷リンクス 35 - 47 越谷ウインズ

第6試合 諸川ミニバス 63 - 19 熊谷玉井ミニバス

第1試合 野寺ウイングス 17 - 56 堤ケ岡ミニ

第2試合 大和田ミニ 53 - 54 越谷フェニックス

第3試合 堤ケ岡ミニ 45 - 28 吉川ミニ

第4試合 越谷フェニックス 34 - 36 土呂ミニバス

第5試合 吉川ミニ 51 - 36 野寺ウイングス

第6試合 土呂ミニバス 50 - 36 大和田ミニ

第1試合 庄和ミニ 60 - 21 野寺ウイングス

第2試合 南浦和ラビット 27 - 40 大沢スマイリーズ

第3試合 野寺ウイングス 40 - 32 朝霞フレンドリーズ

第4試合 大沢スマイリーズ 18 - 33 光華ミニバス

第5試合 朝霞フレンドリーズ 20 - 24 庄和ミニ

第6試合 光華ミニバス 23 - 19 南浦和ラビット

越谷しらこばとカップ2017 カップ戦2日目　試合結果

決勝リーグ　男子/1位リーグA・交流リーグA　7月30日(日) 越谷市総合体育館Aコート

決勝リーグ　女子/1位リーグB・交流リーグB　7月30日(日) 越谷市総合体育館Bコート

決勝リーグ　女子/1位リーグA・交流リーグA　7月30日(日) 越谷市総合体育館Cコート

決勝リーグ　男子/1位リーグB・交流リーグB　7月30日(日) 越谷市総合体育館Dコート

決勝リーグ　男子/交流リーグC・交流リーグD　7月30日(日) 越谷市総合体育館Eコート

決勝リーグ　女子/交流リーグC・交流リーグD　7月30日(日) 越谷市立明正小学校体育館


