
10日(日)
男子　総合体育館　Bコート TOセット：大沢スマイリーズ
Ａ・Ｂ (淡) (濃) TO

第1試合 9:00 武里ケイジャーズ 20 ｖｓ 47 大沢スマイリーズ 豊野ミニ 豊野ミニ 極星ボーイズ

第2試合 10:00 極星ボーイズ 36 ｖｓ 19 ガッツ＋リンクス 武里ケイジャーズ 武里ケイジャーズ 大沢スマイリーズ

第3試合 11:00 大沢スマイリーズ 51 ｖｓ 32 石下ＭＢＣ 極星ボーイズ 極星ボーイズ ガッツ＋リンクス

第4試合 12:00 ガッツ＋リンクス 23 ｖｓ 36 豊野ミニ 大沢スマイリーズ 大沢スマイリーズ 石下ＭＢＣ

第5試合 13:00 石下ＭＢＣ 43 ｖｓ 20 武里ケイジャーズ ガッツ＋リンクス ガッツ＋リンクス 豊野ミニ

第6試合 14:00 豊野ミニ 26 ｖｓ 32 極星ボーイズ 石下ＭＢＣ 石下ＭＢＣ 武里ケイジャーズ

男子　西体育館　Ａコート TOセット：越谷フェニックス
Ｃ・Ｄ (淡) (濃) TO

第1試合 9:00 越谷フェニックス 81 ｖｓ 2 越谷イーストウォリアーズ ブルーエンジェルス宮本 ブルーエンジェルス宮本 城ノ上アンフィニ

第2試合 10:00 城ノ上アンフィニ 13 ｖｓ 53 八幡ドリーム 越谷フェニックス 越谷フェニックス 越谷イーストウォリアーズ

第3試合 11:00 越谷イーストウォリアーズ 2 ｖｓ 97 吉川ミニ 城ノ上アンフィニ 城ノ上アンフィニ 八幡ドリーム

第4試合 12:00 八幡ドリーム 26 ｖｓ 30 ブルーエンジェルス宮本 越谷イーストウォリアーズ 越谷イーストウォリアーズ 吉川ミニ

第5試合 13:00 吉川ミニ 11 ｖｓ 30 越谷フェニックス 八幡ドリーム 八幡ドリーム ブルーエンジェルス宮本

第6試合 14:00 ブルーエンジェルス宮本 51 ｖｓ 19 城ノ上アンフィニ 吉川ミニ 吉川ミニ 越谷フェニックス

女子　総合体育館　Aコート TOセット：l越谷ワイルド
Ｅ・Ｆ (淡) (濃) TO

第1試合 9:00 越谷ワイルド 14 ｖｓ 50 豊岡グリーンクラブ 吉川ミニ 宮本シャインズ 大沢スマイリーズ

第2試合 10:00 大沢スマイリーズ 61 ｖｓ 16 越谷フレンド 越谷ワイルド 越谷ワイルド 豊岡グリーンクラブ

第3試合 11:00 豊岡グリーンクラブ 82 ｖｓ 6 越谷リンクス 大沢スマイリーズ 大沢スマイリーズ 越谷フレンド

第4試合 12:00 吉川ミニ 8 ｖｓ 58 宮本シャインズ 豊岡グリーンクラブ 豊岡グリーンクラブ 越谷リンクス

第5試合 13:00 越谷リンクス 10 ｖｓ 26 越谷ワイルド 宮本シャインズ 吉川ミニ 宮本シャインズ
第6試合 14:00 越谷フレンド 63 ｖｓ 9 吉川ミニ 越谷リンクス 越谷リンクス 越谷ワイルド

第7試合 15:00 宮本シャインズ 14 ｖｓ 55 大沢スマイリーズ 越谷フレンド 越谷フレンド 吉川ミニ

女子　総合体育館　Cコート TOセット：大袋チェリーズ
Ｇ・Ｈ (淡) (濃) TO
第1試合 9:00 大袋チェリーズ 5 ｖｓ 56 スカイフラワーズ 荻島ハッピーズ 千間台ミニ 大間野ボンバーズ

第2試合 10:00 大間野ボンバーズ 58 ｖｓ 9 八幡ファンタジー 大袋チェリーズ 大袋チェリーズ スカイフラワーズ

第3試合 11:00 スカイフラワーズ 49 ｖｓ 6 極星スマイル 大間野ボンバーズ 大間野ボンバーズ 八幡ファンタジー

第4試合 12:00 荻島ハッピーズ 20 ｖｓ 43 千間台ミニ スカイフラワーズ スカイフラワーズ 極星スマイル

第5試合 13:00 極星スマイル 23 ｖｓ 14 大袋チェリーズ 千間台ミニ 荻島ハッピーズ 千間台ミニ
第6試合 14:00 八幡ファンタジー 14 ｖｓ 59 荻島ハッピーズ 極星スマイル 極星スマイル 大袋チェリーズ

第7試合 15:00 千間台ミニ 40 ｖｓ 30 大間野ボンバーズ 八幡ファンタジー 八幡ファンタジー 荻島ハッピーズ

女子　西体育館　Bコート TOセット：城ノ上アンフィニ
Ｉ (淡) (濃) TO

第1試合 9:00 城ノ上アンフィニ 5 ｖｓ 81 越谷ファイン こしがやレイカーズ こしがやレイカーズ バンデ吉川

第2試合 10:00 こしがやレイカーズ 56 ｖｓ 8 バンデ吉川 城ノ上アンフィニ 城ノ上アンフィニ 越谷ファイン

第3試合 11:00 ｖｓ
第4試合 12:00 越谷ファイン 46 ｖｓ 22 こしがやレイカーズ バンデ吉川 バンデ吉川 城ノ上アンフィニ

第5試合 13:00 バンデ吉川 13 52 城ノ上アンフィニ 越谷ファイン 越谷ファイン こしがやレイカーズ
第6試合 14:00 ｖｓ
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