
しらこばとフレッシュ交流会2021

Aコート Cコート

極星ボーイズ 越谷ファインA

与野南ミニバス L＆B杉戸

武里ケイジャーズ 越谷フレンド

Aコート Cコート

千間台ミニ 松伏ジュリア

大間野ボンバーズ 蓮田ロータス

L＆B杉戸 大沢スマイリーズ

Bコート Bコート

大沢スマイリーズ 宮本シャインズ

八幡ドリーム 吉川ミニ

荻島ガッツ 極星スマイル

Dコート Eコート

越谷フェニックス 城ノ上アンフィニ

吉川ミニ 越谷イーストスターズ

松伏サンズ 八幡ファンタジー

Dコート Eコート

ブルーエンジェルス宮本 庄和ミニ

蓮田ロータス 越谷ファインB

庄和NEXUS 大間野ボンバーズ

Aコート Cコート

越谷リンクス 宮代ミニ

八潮ボルティーズ 八潮ビクトリー

粕壁ミニ 越谷ワイルド

Aコート Cコート

久喜ミニ 荻島ハッピーズ

イーストウォリアーズ 幸手東ミニ

上高野RISING 大袋チェリーズ

Bコート Bコート

豊野ミニ バンデ吉川

宮代ミニ こしがやレイカーズ

城ノ上アンフィニ 越谷リンクス

競技規則

3秒・5秒のオーバータイムを適用しない。

フリースロー範囲を学年に応じてサークル内まで広げる。

４Q終了同点の場合　延長戦は行わず引き分けとする。

試合時間：５－１－５(３)５－１－５（１Q５分で行う）

2021年12月4日(土) 越谷市立総合体育館　男子ブロック表

2021年12月5日(日) 越谷市立総合体育館　男子ブロック表

越谷リンクス 八潮ボルティーズ 粕壁ミニ

ブルーエンジェルス宮本 蓮田ロータス 庄和NEXUS

大沢スマイリーズ 八幡ドリーム 荻島ガッツ

越谷フェニックス

日本バスケットボール協会U12競技規則に準ずる

大会規則として

豊野ミニ 宮代ミニ 城ノ上アンフィニ バンデ吉川 こしがやレイカーズ 越谷リンクス

久喜ミニ イーストウォリアーズ 上高野RISING 荻島ハッピーズ 幸手東ミニ 大袋チェリーズ

庄和ミニ 越谷ファインB 大間野ボンバーズ

宮本シャインズ

＊

＊

＊

＊

2021年12月4日(土) 越谷市立総合体育館　女子ブロック表

越谷ファインA L＆B杉戸 越谷フレンド

松伏ジュリア 蓮田ロータス 大沢スマイリーズ

＊

＊

＊

極星ボーイズ 与野南ミニバス 武里ケイジャーズ

千間台ミニ 大間野ボンバーズ L＆B杉戸

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

吉川ミニ 松伏サンズ

＊

＊

＊

＊

＊

吉川ミニ 極星スマイル

城ノ上アンフィニ 越谷イーストスターズ 八幡ファンタジー

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

宮代ミニ 八潮ビクトリー 越谷ワイルド

2021年12月5日(日) 越谷市立総合体育館　女子ブロック表
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しらこばとフレッシュ交流会2021　対戦表

時間 T O

第1試合 9:30 VS L＆B杉戸 L＆B杉戸 千間台ミニ

第2試合 10:40 VS 極星ボーイズ 極星ボーイズ 与野南ミニバス

第3試合 11:50 VS 千間台ミニ 千間台ミニ 大間野ボンバーズ

第4試合 13:00 VS 与野南ミニバス 与野南ミニバス 武里ケイジャーズ

第5試合 14:10 VS 大間野ボンバーズ 大間野ボンバーズ L＆B杉戸

第6試合 15:20 VS 武里ケイジャーズ 武里ケイジャーズ 極星ボーイズ

時間 T O

第1試合 9:30 VS 極星スマイル 極星スマイル 宮本シャインズ

第2試合 10:40 VS 大沢スマイリーズ 大沢スマイリーズ 八幡ドリーム

第3試合 11:50 VS 宮本シャインズ 宮本シャインズ 吉川ミニ

第4試合 13:00 VS 八幡ドリーム 八幡ドリーム 荻島ガッツ

第5試合 14:10 VS 吉川ミニ 吉川ミニ 極星スマイル

第6試合 15:20 VS 荻島ガッツ 荻島ガッツ 大沢スマイリーズ

時間 T O

第1試合 9:30 VS 大沢スマイリーズ 大沢スマイリーズ 松伏ジュリア

第2試合 10:40 VS 越谷ファインA 越谷ファインA L＆B杉戸

第3試合 11:50 VS 松伏ジュリア 松伏ジュリア 蓮田ロータス

第4試合 13:00 VS L＆B杉戸 L＆B杉戸 越谷フレンド

第5試合 14:10 VS 蓮田ロータス 蓮田ロータス 大沢スマイリーズ

第6試合 15:20 VS 越谷フレンド 越谷フレンド 越谷ファインA

時間 T O

第1試合 9:30 VS 庄和NEXUS 庄和NEXUS ブルーエンジェルス宮本

第2試合 10:40 VS 越谷フェニックス 越谷フェニックス 吉川ミニ

第3試合 11:50 VS ブルーエンジェルス宮本 ブルーエンジェルス宮本 蓮田ロータス

第4試合 13:00 VS 吉川ミニ 吉川ミニ 松伏サンズ

第5試合 14:10 VS 蓮田ロータス 蓮田ロータス 庄和NEXUS

第6試合 15:20 VS 松伏サンズ 松伏サンズ 越谷フェニックス

時間 T O

第1試合 9:30 VS 大間野ボンバーズ 大間野ボンバーズ 庄和ミニ

第2試合 10:40 VS 城ノ上アンフィニ 城ノ上アンフィニ 越谷イーストスターズ

第3試合 11:50 VS 庄和ミニ 庄和ミニ 越谷ファインB

第4試合 13:00 VS 越谷イーストスターズ 越谷イーストスターズ 八幡ファンタジー

第5試合 14:10 VS 越谷ファインB 越谷ファインB 大間野ボンバーズ

第6試合 15:20 VS 八幡ファンタジー 八幡ファンタジー 城ノ上アンフィニ

対　戦淡色

淡色 対　戦

淡色 対　戦

蓮田ロータス

蓮田ロータス

吉川ミニ

L＆B杉戸

Aコート

Cコート

Dコート

Eコート

Bコート

12月4日(土)　越谷市立総合体育館

淡色

越谷ファインB 大間野ボンバーズ

八幡ファンタジー 城ノ上アンフィニ

大間野ボンバーズ 庄和ミニ

審　判

城ノ上アンフィニ 越谷イーストスターズ

庄和ミニ 越谷ファインB

越谷イーストスターズ 八幡ファンタジー

淡色 対　戦 濃色

庄和NEXUS

松伏サンズ 越谷フェニックス

庄和NEXUS ブルーエンジェルス宮本

審　判

越谷フェニックス 吉川ミニ

ブルーエンジェルス宮本 蓮田ロータス

吉川ミニ 松伏サンズ

対　戦 濃色

大沢スマイリーズ

越谷フレンド 越谷ファインA

大沢スマイリーズ 松伏ジュリア

審　判

越谷ファインA L＆B杉戸

松伏ジュリア 蓮田ロータス

L＆B杉戸 越谷フレンド

濃色

極星スマイル

荻島ガッツ 大沢スマイリーズ

極星スマイル 宮本シャインズ

審　判

大沢スマイリーズ 八幡ドリーム

宮本シャインズ 吉川ミニ

八幡ドリーム 荻島ガッツ

濃色

与野南ミニバス

大間野ボンバーズ

武里ケイジャーズ

L＆B杉戸

極星ボーイズ

千間台ミニ

審　判

極星ボーイズ

千間台ミニ

与野南ミニバス

大間野ボンバーズ

武里ケイジャーズ

濃色



しらこばとフレッシュ交流会2021　対戦表

時間 T O

第1試合 9:30 VS 上高野RISING 上高野RISING 久喜ミニ

第2試合 10:40 VS 越谷リンクス 越谷リンクス 八潮ボルティーズ

第3試合 11:50 VS 久喜ミニ 久喜ミニ イーストウォリアーズ

第4試合 13:00 VS 八潮ボルティーズ 八潮ボルティーズ 粕壁ミニ

第5試合 14:10 VS イーストウォリアーズ イーストウォリアーズ 上高野RISING

第6試合 15:20 VS 粕壁ミニ 粕壁ミニ 越谷リンクス

時間 T O

第1試合 9:30 VS 越谷リンクス 越谷リンクス バンデ吉川

第2試合 10:40 VS 豊野ミニ 豊野ミニ 宮代ミニ

第3試合 11:50 VS バンデ吉川 バンデ吉川 こしがやレイカーズ

第4試合 13:00 VS 宮代ミニ 宮代ミニ 城ノ上アンフィニ

第5試合 14:10 VS こしがやレイカーズ こしがやレイカーズ 越谷リンクス

第6試合 15:20 VS 城ノ上アンフィニ 城ノ上アンフィニ 豊野ミニ

時間 T O

第1試合 9:30 VS 大袋チェリーズ 大袋チェリーズ 荻島ハッピーズ

第2試合 10:40 VS 宮代ミニ 宮代ミニ 八潮ビクトリー

第3試合 11:50 VS 荻島ハッピーズ 荻島ハッピーズ 幸手東ミニ

第4試合 13:00 VS 八潮ビクトリー 八潮ビクトリー 越谷ワイルド

第5試合 14:10 VS 幸手東ミニ 幸手東ミニ 大袋チェリーズ

第6試合 15:20 VS 越谷ワイルド 越谷ワイルド 宮代ミニ

12月5日(日)　越谷市立総合体育館

Aコート

Bコート

Cコート

幸手東ミニ 大袋チェリーズ

こしがやレイカーズ 越谷リンクス

城ノ上アンフィニ 豊野ミニ

越谷リンクス バンデ吉川

イーストウォリアーズ 上高野RISING

粕壁ミニ 越谷リンクス

上高野RISING 久喜ミニ

越谷ワイルド 宮代ミニ

大袋チェリーズ 荻島ハッピーズ

審　判

宮代ミニ 八潮ビクトリー

荻島ハッピーズ 幸手東ミニ

八潮ビクトリー 越谷ワイルド

淡色 対　戦 濃色

審　判

豊野ミニ 宮代ミニ

バンデ吉川 こしがやレイカーズ

宮代ミニ 城ノ上アンフィニ

淡色 対　戦 濃色

審　判

越谷リンクス 八潮ボルティーズ

久喜ミニ イーストウォリアーズ

八潮ボルティーズ 粕壁ミニ

淡色 対　戦 濃色


	男女 ブロック表
	男女 対戦表

