
 越谷しらこばとカップ２０１４　フレッシュ対戦表

10月18日
時間 T・O

開会式 9:00

第１試合 9:30 66 vs 10 ブルエン ブルエン レイカーズ

第２試合 10:20 30 vs 14 リンクス リンクス 千間台

第３試合 11:10 19 vs 17 レイカーズ レイカーズ スマイリーズ

第４試合 12:00 16 vs 30 ③勝 ボーイズＡ ボンバーズ

第５試合 12:50 0 vs 54 スマイリーズ スマイリーズ ブルエン

第６試合 13:40 22 vs 25 ⑤勝 ⑤勝 ⑤負

第７試合 14:30 vs

10月18日
時間 T・O

開会式 9:00

第１試合 9:30 19 vs 32 フェニックス フェニックス ボーイズＢ

第２試合 10:20 12 vs 29 ガッツ ガッツ ウインズ

第３試合 11:10 vs

第４試合 12:00 17 vs 12 ②勝 ①勝 ②勝

第５試合 12:50 20 vs 31 ④勝 ④勝 ④負

第６試合 13:40 21 vs 29 ⑤勝 ⑤勝 ⑤負

第７試合 14:30 vs

10月18日
時間 T・O

開会式 9:00

第１試合 9:30 18 vs 15 シャインズ シャインズ フレンド

第２試合 10:20 98 vs 4 スマイリーズ スマイリーズ アンフィニ

第３試合 11:10 22 vs 8 ボンバーズ ボンバーズ 千間台

第４試合 12:00 28 vs 17 ③勝 リンクス スマイル

第５試合 12:50 29 vs 12 ④勝 シャインズ フレンド

第６試合 13:40 4 vs 48 ⑤勝 ⑤勝 ⑤負

第７試合 14:30 8 vs 6 ⑥勝 ⑥勝 ⑥負

10月18日
時間 T・O

開会式 9:00

第１試合 9:30 29 vs 15 ファイン ファイン 大袋北

第２試合 10:20 32 vs 12 レイカーズ レイカーズ ハッピーズ

第３試合 11:10 vs

第４試合 12:00 19 vs 29 ②勝 ②勝 ②負

第５試合 12:50 13 vs 30 ④勝 ④勝 ④負

第６試合 13:40 14 vs 16 ⑤勝 ⑤勝 ⑤負

第７試合 14:30 vs

大沢スマイリーズ 越谷リンクス

宮本シャインズ

千間台小ミニ

越谷リンクス

越谷フレンド

城ノ上アンフィニ 極星スマイル

千間台小ミニ 越谷フレンド

会場責任者：中村
対　　戦 審　　判(淡) (濃)

大沢スマイリーズ 城ノ上アンフィニ

大間野ボンバーズ

荻島ガッツ 越谷フェニックス

極星スマイル

越谷ウインズ 極星ボーイズＢ

会場：越谷北体育館　Ａコート T・Oセット：越谷フレンド

越谷リンクス 極星ボーイズＡ

荻島ガッツ 越谷ウインズ

越谷フェニックス 極星ボーイズＢ

会場：越谷西体育館　Ｂコート T・Oセット：極星ボーイズ
(淡) 対　　戦 (濃) 審　　判

千間台小ミニ 大間野ボンバーズ

ブルーエンジェルス宮本 こしがやレイカーズ

こしがやレイカーズ 大沢スマイリーズ

極星ボーイズＡ 大間野ボンバーズ

大沢スマイリーズ ブルーエンジェルス宮本

越谷リンクス 千間台小ミニ

会場：越谷西体育館　Ａコート T・Oセット：ブルーエンジェルス宮本 会場責任者：志村
(淡) 対　　戦 (濃) 審　　判

会場：越谷北体育館　Ｂコート T・Oセット：大袋北小ミニ
(淡) 対　　戦 (濃) 審　　判

こしがやレイカーズ 荻島ハッピーズ

越谷ファイン 大袋北小ミニ

荻島ハッピーズ 大袋北小ミニ

こしがやレイカーズ 越谷ファイン

大間野ボンバーズ 宮本シャインズ



 越谷しらこばとカップ２０１４　フレッシュ対戦表

10月19日
時間 T・O

第１試合 9:30 40 vs 13 アンフィニ アンフィニ 千間台

第２試合 10:20 8 vs 26 スマイル スマイル 千間台

第３試合 11:10 31 vs 14 千間台 千間台 フェニックス

第４試合 12:00 23 vs 13 ③勝 ハッピーズ ワイルド

第５試合 12:50 40 vs 13 フェニックス フェニックス アンフィニ

第６試合 13:40 22 vs 27 ⑤勝 ⑤勝 ⑤負

第７試合 14:30 32 vs 26 ⑥勝 アンフィニ 千間台

10月19日
時間 T・O

第１試合 9:30 35 vs 24 レイカーズ レイカーズ ボーイズＡ

第２試合 10:20 25 vs 12 ボンバーズ ボンバーズ ガッツ

第３試合 11:10 22 vs 17 リンクス リンクス ウインズ

第４試合 12:00 13 vs 32 ボーイズＡ ボーイズＡ ボーイズＢ

第５試合 12:50 4 vs 27 ガッツ ガッツ スマイリーズ

第６試合 13:40 14 vs 31 ウインズ ウインズ ブルエン

第７試合 14:30 21 vs 30 ボーイズＢ ボーイズＢ レイカーズ

第８試合 15:20 23 vs 10 スマイリーズ スマイリーズ ボンバーズ

第９試合 16:10 33 vs 12 ブルエン ブルエン リンクス

10月19日
時間 T・O

第１試合 9:30 10 vs 34 ファイン ファイン スマイリーズ

第２試合 10:20 5 vs 48 アンフィニ アンフィニ フレンド

第３試合 11:10 9 vs 26 リンクス リンクス ボンバーズ

第４試合 12:00 33 vs 18 スマイリーズ スマイリーズ シャインズ

第５試合 12:50 40 vs 4 フレンド フレンド 大袋北小

第６試合 13:40 14 vs 11 ボンバーズ ボンバーズ レイカーズ

第７試合 14:30 10 vs 39 シャインズ シャインズ ファイン

第８試合 15:20 15 vs 10 大袋北小 大袋北小 アンフィニ

第９試合 16:10 26 vs 7 レイカーズ レイカーズ リンクス

会場：越谷総合体育館　Ａコート T・Oセット：千間台小ミニ 会場責任者：西松
(淡) 対　　戦 (濃) 審　　判

極星スマイル 千間台小ミニ

千間台小ミニ 越谷フェニックス

荻島ハッピーズ 越谷ワイルド

越谷フェニックス 城ノ上アンフィニ

千間台小ミニ 越谷ワイルド

城ノ上アンフィニ 千間台小ミニ

極星スマイル 荻島ハッピーズ

会場：越谷総合体育館　Ｂコート T・Oセット：荻島ガッツ
(淡) 対　　戦 (濃) 審　　判

大間野ボンバーズ 荻島ガッツ

越谷リンクス 越谷ウインズ

極星ボーイズＡ 極星ボーイズＢ

荻島ガッツ 大沢スマイリーズ

越谷ウインズ ブルーエンジェルス宮本

極星ボーイズＢ こしがやレイカーズ

こしがやレイカーズ 極星ボーイズＡ

会場：越谷総合体育館　Ｃコート T・Oセット：極星スマイル
(淡) 対　　戦 (濃) 審　　判

城ノ上アンフィニ 越谷フレンド

越谷リンクス 大間野ボンバーズ

大沢スマイリーズ 宮本シャインズ

越谷フレンド 大袋北小ミニ

大間野ボンバーズ こしがやレイカーズ

宮本シャインズ 越谷ファイン

大沢スマイリーズ 大間野ボンバーズ

ブルーエンジェルス宮本 越谷リンクス

越谷ファイン 大沢スマイリーズ

大袋北小ミニ 城ノ上アンフィニ

越谷リンクスこしがやレイカーズ
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