
●しらこばとフレッシュ交流会2020　対戦スケジュール

【1日目　10月31日(土)】

白 濃 クルーチーフ アンパイア

第1試合 9:10 吉川ミニ vs 越谷フレンド 大間野ボンバーズファイン 加須グリンクリッパーズ 大間野ボンバーズファイン

第2試合 10:15 加須グリンクリッパーズ vs こしがやレイカーズ 吉川ミニ 越谷フレンド 吉川ミニ

第3試合 11:20 越谷リンクス vs 吉川ミニ 加須グリンクリッパーズ こしがやレイカーズ 加須グリンクリッパーズ

第4試合 12:25 大間野ボンバーズファイン vs 加須グリンクリッパーズ 越谷リンクス 吉川ミニ 越谷リンクス

第5試合 14:15 蓮田ロータス vs 城ノ上アンフィニ 宮本シャインズ 大沢スマイリーズ 宮本シャインズ

第6試合 15:20 大沢スマイリーズ vs 極星スマイル 蓮田ロータス 城ノ上アンフィニ 蓮田ロータス

第7試合 16:25 越谷イーストスターズ vs 蓮田ロータス 大沢スマイリーズ 極星スマイル 大沢スマイリーズ

第8試合 17:30 宮本シャインズ vs 大沢スマイリーズ 越谷イーストスターズ 蓮田ロータス 越谷イーストスターズ

白 濃 クルーチーフ アンパイア

第1試合 9:10 大沢スマイリーズ vs 八潮ボルティーズ ブルーエンジェルス宮本 蓮田ロータス ブルーエンジェルス宮本

第2試合 10:15 蓮田ロータス vs 荻島ガッピーズ 大沢スマイリーズ 八潮ボルティーズ 大沢スマイリーズ

第3試合 11:20 松伏サンズ vs 大沢スマイリーズ 蓮田ロータス 荻島ガッピーズ 蓮田ロータス

第4試合 12:25 ブルーエンジェルス宮本 vs 蓮田ロータス 松伏サンズ 大沢スマイリーズ 松伏サンズ

第5試合 14:15 極星ボーイズ vs 宮代ミニ 越谷ウインズ 越谷フェニックス 越谷ウインズ

第6試合 15:20 越谷フェニックス vs 吉川ミニ 極星ボーイズ 宮代ミニ 極星ボーイズ

第7試合 16:25 八幡ドリーム vs 極星ボーイズ 越谷フェニックス 吉川ミニ 越谷フェニックス

第8試合 17:30 越谷ウインズ vs 越谷フェニックス 八幡ドリーム 極星ボーイズ 八幡ドリーム

白 濃 クルーチーフ アンパイア

第1試合 9:10 大袋チェリーズ千ミニ vs 越谷リンクス こしがやレイカーズ 宮代ミニ こしがやレイカーズ

第2試合 10:15 宮代ミニ vs 大間野ボンバーズファイン 大袋チェリーズ千ミニ 越谷リンクス 大袋チェリーズ千ミニ

第3試合 11:20 越谷フレンド vs 大袋チェリーズ千ミニ 宮代ミニ 大間野ボンバーズファイン 宮代ミニ

第4試合 12:25 こしがやレイカーズ vs 宮代ミニ 越谷フレンド 大袋チェリーズ千ミニ 越谷フレンド

第5試合 14:15 八潮ビクトリー vs 越谷イーストスターズ 極星スマイル 松之木バヤリース 極星スマイル

第6試合 15:20 松之木バヤリース vs 宮本シャインズ 八潮ビクトリー 越谷イーストスターズ 八潮ビクトリー

第7試合 16:25 城ノ上アンフィニ vs 八潮ビクトリー 松之木バヤリース 宮本シャインズ 松之木バヤリース

第8試合 17:30 極星スマイル vs 松之木バヤリース 城ノ上アンフィニ 八潮ビクトリー 城ノ上アンフィニ

白 濃 クルーチーフ アンパイア

第1試合 9:10 大間野ボンバーズ vs 松伏サンズ 荻島ガッピーズ 越谷リンクス 荻島ガッピーズ

第2試合 10:15 越谷リンクス vs ブルーエンジェルス宮本 大間野ボンバーズ 松伏サンズ 大間野ボンバーズ

第3試合 11:20 八潮ボルティーズ vs 大間野ボンバーズ 越谷リンクス ブルーエンジェルス宮本 越谷リンクス

第4試合 12:25 荻島ガッピーズ vs 越谷リンクス 八潮ボルティーズ 大間野ボンバーズ 八潮ボルティーズ

第5試合 14:15 城ノ上アンフィニ vs 八幡ドリーム 吉川ミニ 千間台ミニ 吉川ミニ

第6試合 15:20 千間台ミニ vs 越谷ウインズ 城ノ上アンフィニ 八幡ドリーム 城ノ上アンフィニ

第7試合 16:25 宮代ミニ vs 城ノ上アンフィニ 千間台ミニ 越谷ウインズ 千間台ミニ

第8試合 17:30 吉川ミニ vs 千間台ミニ 宮代ミニ 城ノ上アンフィニ 宮代ミニ
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【2日目　11月1日(日)】

白 濃 クルーチーフ アンパイア

第1試合 9:10 大沢スマイリーズ vs 蓮田ロータス 吉川ミニ 荻島ガッピーズ 吉川ミニ

第2試合 10:15 荻島ガッピーズ vs 八潮ボルティーズ 大沢スマイリーズ 蓮田ロータス 大沢スマイリーズ

第3試合 11:20 越谷フェニックス vs 大沢スマイリーズ 荻島ガッピーズ 八潮ボルティーズ 荻島ガッピーズ

第4試合 12:25 吉川ミニ vs 荻島ガッピーズ 越谷フェニックス 大沢スマイリーズ 越谷フェニックス

第5試合 14:15 大間野ボンバーズ vs 越谷リンクス 越谷ウインズ 松伏サンズ 越谷ウインズ

第6試合 15:20 松伏サンズ vs ブルーエンジェルス宮本 大間野ボンバーズ 越谷リンクス 大間野ボンバーズ

第7試合 16:25 千間台ミニ vs 大間野ボンバーズ 松伏サンズ ブルーエンジェルス宮本 松伏サンズ

第8試合 17:30 越谷ウインズ vs 松伏サンズ 千間台ミニ 大間野ボンバーズ 千間台ミニ

白 濃 クルーチーフ アンパイア

第1試合 9:10 大沢スマイリーズ vs 吉川ミニ 極星スマイル 越谷フレンド 極星スマイル

第2試合 10:15 越谷フレンド vs 加須グリンクリッパーズ 大沢スマイリーズ 吉川ミニ 大沢スマイリーズ

第3試合 11:20 蓮田ロータス vs 大沢スマイリーズ 越谷フレンド 加須グリンクリッパーズ 越谷フレンド

第4試合 12:25 極星スマイル vs 越谷フレンド 蓮田ロータス 大沢スマイリーズ 蓮田ロータス

第5試合 14:15 大袋チェリーズ千ミニ vs 宮代ミニ 松之木バヤリース 越谷リンクス 松之木バヤリース

第6試合 15:20 越谷リンクス vs 大間野ボンバーズファイン 大袋チェリーズ千ミニ 宮代ミニ 大袋チェリーズ千ミニ

第7試合 16:25 八潮ビクトリー vs 大袋チェリーズ千ミニ 越谷リンクス 大間野ボンバーズファイン 越谷リンクス

第8試合 17:30 松之木バヤリース vs 越谷リンクス 八潮ビクトリー 大袋チェリーズ千ミニ 八潮ビクトリー

白 濃 クルーチーフ アンパイア

第1試合 9:10 極星ボーイズ vs 越谷フェニックス 八潮ボルティーズ 城ノ上アンフィニ 八潮ボルティーズ

第2試合 10:15 城ノ上アンフィニ vs 吉川ミニ 極星ボーイズ 越谷フェニックス 極星ボーイズ

第3試合 11:20 蓮田ロータス vs 極星ボーイズ 城ノ上アンフィニ 吉川ミニ 城ノ上アンフィニ

第4試合 12:25 八潮ボルティーズ vs 城ノ上アンフィニ 蓮田ロータス 極星ボーイズ 蓮田ロータス

第5試合 14:15 宮代ミニ vs 千間台ミニ ブルーエンジェルス宮本 八幡ドリーム ブルーエンジェルス宮本

第6試合 15:20 八幡ドリーム vs 越谷ウインズ 宮代ミニ 千間台ミニ 宮代ミニ

第7試合 16:25 越谷リンクス vs 宮代ミニ 八幡ドリーム 越谷ウインズ 八幡ドリーム

第8試合 17:30 ブルーエンジェルス宮本 vs 八幡ドリーム 越谷リンクス 宮代ミニ 越谷リンクス

白 濃 クルーチーフ アンパイア

第1試合 9:10 こしがやレイカーズ vs 蓮田ロータス 加須グリンクリッパーズ 城ノ上アンフィニ 加須グリンクリッパーズ

第2試合 10:15 城ノ上アンフィニ vs 極星スマイル こしがやレイカーズ 蓮田ロータス こしがやレイカーズ

第3試合 11:20 吉川ミニ vs こしがやレイカーズ 城ノ上アンフィニ 極星スマイル 城ノ上アンフィニ

第4試合 12:25 加須グリンクリッパーズ vs 城ノ上アンフィニ 吉川ミニ こしがやレイカーズ 吉川ミニ

第5試合 14:15 宮本シャインズ vs 八潮ビクトリー 大間野ボンバーズファイン 越谷イーストワイルド 大間野ボンバーズファイン

第6試合 15:20 越谷イーストワイルド vs 松之木バヤリース 宮本シャインズ 八潮ビクトリー 宮本シャインズ

第7試合 16:25 宮代ミニ vs 宮本シャインズ 越谷イーストワイルド 松之木バヤリース 越谷イーストワイルド

第8試合 17:30 大間野ボンバーズファイン vs 越谷イーストワイルド 宮代ミニ 宮本シャインズ 宮代ミニ
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