
予選リーグ　男子／MA・MBブロック　7月31日（土）　越谷市総合体育館Aコート

試合 開始時間 ＴＯ

A1 10:00 蓮田ロータス vs 越谷ウインズ 八幡 派遣 派遣

A2 11:05 大間野ボンバーズ vs 鳩ケ谷桜 蓮田 派遣 派遣

A3 12:10 越谷ウインズ vs 鴻巣ミニバス 大間野 派遣 派遣

A4 13:15 鳩ケ谷桜 vs 八幡ドリーム ウインズ 派遣 派遣

A5 14:20 鴻巣ミニバス vs 蓮田ロータス 鳩ケ谷桜 鳩ケ谷桜 八幡

A6 15:25 八幡ドリーム vs 大間野ボンバーズ 鴻巣 鴻巣 蓮田

予選リーグ　男子／ME・MFブロック　7月31日（土）　越谷市総合体育館Bコート

試合 開始時間 ＴＯ

B1 10:00 ブルーエンジェルス宮本 vs 豊野ミニ 武里 武里 大沢

B2 11:05 大沢スマイリーズ vs 高崎西ミニバス 宮本 派遣 豊野

B3 12:10 豊野ミニ vs 新栄バスケット 大沢 派遣 派遣

B4 13:15 高崎西ミニバス vs 武里ケイジャーズ 豊野 派遣 派遣

B5 14:20 新栄バスケット vs ブルーエンジェルス宮本 高崎西 高崎西 武里

B6 15:25 武里ケイジャーズ vs 大沢スマイリーズ 新栄 派遣 派遣

予選リーグ　女子／WA・WBブロック　7月31日（土）　越谷市総合体育館Cコート

試合 開始時間 ＴＯ

C１ 10:00 宮本シャインズ vs 庄和ミニ 上尾 派遣 派遣

C２ 11:05 越谷イーストスターズ vs 吉川ミニ 宮本 派遣 派遣

C３ 12:10 庄和ミニ vs 本庄南ミニバス イースト・S 派遣 派遣

C４ 13:15 吉川ミニ vs 上尾ミニバス 庄和 庄和 本庄南

C５ 14:20 本庄南ミニバス vs 宮本シャインズ 吉川 派遣 派遣

C６ 15:25 上尾ミニバス vs 越谷イーストスターズ 本庄南 本庄南 宮本

予選リーグ　女子／WC・WDブロック　7月31日（土）　越谷市総合体育館Dコート

試合 開始時間 ＴＯ

D１ 10:00 豊岡グリーンクラブ vs 越谷フレンド レイカーズ 派遣 派遣

D２ 11:05 白子ミニバス vs 高崎片岡ミニバス 豊岡 派遣 派遣

D３ 12:10 越谷フレンド vs 蓮田ロータス 白子 白子 高崎片岡

D４ 13:15 高崎片岡ミニバス vs こしがやレイカーズ フレンド 派遣 派遣

D５ 14:20 蓮田ロータス vs 豊岡グリーンクラブ 高崎片岡 派遣 派遣

D６ 15:25 こしがやレイカーズ vs 白子ミニバス 蓮田 蓮田 豊岡

予選リーグ　女子／WE・WFブロック　7月31日（土）　越谷市総合体育館Eコート

試合 開始時間 ＴＯ

E１ 10:00 スカイフラワーズ vs 荻島ハッピーズ 新栄 派遣 派遣

E２ 11:05 大沢スマイリーズ vs 水海道ミニ スカフラ 派遣 派遣

E３ 12:10 荻島ハッピーズ vs 古河ミニ 大沢 派遣 派遣

E４ 13:15 水海道ミニ vs 新栄バスケット 荻島 荻島 古河

E５ 14:20 古河ミニ vs スカイフラワーズ 水海道 水海道 新栄

E６ 15:25 新栄バスケット vs 大沢スマイリーズ 古河 古河 スカフラ

予選リーグ　男子／MC・MDブロック　7月31日（土）　明正小学校体育館

試合 開始時間 ＴＯ

M１ 10:00 極星ボーイズ vs 松伏サンズ 所沢泉 派遣 フェニックス

M２ 11:05 越谷フェニックス vs 翼スピリッツ 極星 極星 派遣

M３ 12:10 松伏サンズ vs 下忍ミニバス フェニックス フェニックス 翼

M４ 13:15 翼スピリッツ vs 所沢泉ドルフィンズ サンズ サンズ 下忍

M５ 14:20 下忍ミニバス vs 極星ボーイズ 翼 翼 所沢泉

M６ 15:25 所沢泉ドルフィンズ vs 越谷フェニックス 下忍 下忍 極星
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