
男子　Ａ　ブロック 女子　Ａ　ブロック

・ 大沢スマイリーズ ・ 大間野ボンバーズ
・ こしがやレイカーズ ・ 幸手サンフレンド
・ 幸松ミニバス ・ 豊野ミニバス
・ 三郷バスケットボールクラブ ・ 極星スマイル
・ 三郷シューティング☆スターズ ・ 三郷アドベンチャーズ

男子　Ｂ　ブロック 女子　Ｂ　ブロック

・ ブルーエンジェルス宮本 ・ 青葉ホップス
・ 越谷フェニックス ・ 荻島ハッピーズ
・ 庄和ミニバス ・ 千間台小ミニ
・ 内牧ミニ ・ 三郷シューティング☆スターズ
・ 三郷アドベンチャーズ ・ 三郷あすなろ

試合時間 （会場）　　三郷市総合体育館　A コート（メインアリーナ入口奥）

試合時間 （会場）　　三郷市総合体育館　Ｂ コート（メインアリーナ入口手前）

試合時間 （会場）　　三郷市総合体育館　Ｃ コート(サブアリーナ２Ｆ）

時間は、６分ー１分ー６分　（　ハーフタイム５分　）　　　審判は各チームの帯同審判員でお願いします。
時間の関係上、延長戦はしません。勝敗が同率の場合は得失点差で順位を決定します。
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三郷あすなろ 千間台小ミニ
第６試合 １４：４５ 極星スマイル ＶＳ アドベンチャーズ女子 シューティング男子 シューティング男子 三郷バスケットボール

第５試合 １３：４５ 三郷バスケットボール ＶＳ シューティング男子 三郷あすなろ

幸手サンフレンド 大間野ボンバーズ

第４試合 １２：４０ 三郷あすなろ ＶＳ 千間台小ミニ ブルーエンジェルス ブルーエンジェルス アドベンチャーズ男子

第３試合 １１：３５ ブルーエンジェルス ＶＳ アドベンチャーズ男子 幸手サンフレンド

アドベンチャーズ女子 極星スマイル
第２試合 １０：３０ 大間野ボンバーズ ＶＳ 幸手サンフレンド 越谷レイカーズ 越谷レイカーズ 大沢スマイリーズ
第１試合 ９：２５ 大沢スマイリーズ ＶＳ 越谷レイカーズ アドベンチャーズ女子

幸松ミニ 越谷レイカーズ

対　　　　　　　　戦 TO 審判
８：５０ 開会式

第７試合 １５：４５ アドベンチャーズ男子 ＶＳ 越谷フェニックス 幸松ミニ

越谷フェニックス 庄和ミニ
第６試合 １４：４５ 越谷レイカーズ ＶＳ 幸松ミニ 豊野ミニ 豊野ミニ 幸手サンフレンド
第５試合 １３：４５ 幸手サンフレンド ＶＳ 豊野ミニ 越谷フェニックス

三郷バスケットボール 幸松ミニ
第４試合 １２：４０ 越谷フェニックス ＶＳ 庄和ミニ 極星スマイル 極星スマイル 豊野ミニ
第３試合 １１：３５ 豊野ミニ ＶＳ 極星スマイル 三郷バスケットボール

アドベンチャーズ男子 越谷フェニックス
第２試合 １０：３０ 幸松ミニ ＶＳ 三郷バスケットボール 青葉ホップス 青葉ホップス 三郷あすなろ
第１試合 ９：２５ 青葉ホップス ＶＳ 三郷あすなろ アドベンチャーズ男子

庄和ミニ 内牧ミニ

対　　　　　　　　戦 TO 審判
８：５０ 開会式

第７試合 １５：４５ 千間台小ミニ ＶＳ 三郷シューティング女子 庄和ミニ

大間野ボンバーズ アドベンチャーズ女子

第６試合 １４：４５ 庄和ミニ ＶＳ 内牧ミニ 荻島ハッピーズ 荻島ハッピーズ 青葉ホップス
第５試合 １３：４５ 荻島ハッピーズ ＶＳ 青葉ホップス 大間野ボンバーズ

シューティング女子 荻島ハッピーズ
第４試合 １２：４０ アドベンチャーズ女子 ＶＳ 大間野ボンバーズ 大沢スマイリーズ 大沢スマイリーズ シューティング男子

第３試合 １１：３５ シューティング男子 ＶＳ 大沢スマイリーズ シューティング女子

千間台小ミニ シューティング女子

第２試合 １０：３０ シューティング女子 ＶＳ 荻島ハッピーズ 内牧ミニ 内牧ミニ ブルーエンジェルス

第１試合 ９：２５ 内牧ミニ ＶＳ ブルーエンジェルス 千間台小ミニ

三郷市近隣交流大会　第 １ 日目　対戦表　（第一部）

対　　　　　　　　戦 TO 審判
８：５０ 開会式



１日目注意事項

・ ８：４０より指導者ミーティングを開始します。　　１階指導者控室前にお集まりください。
・ ８：５０より開会式を開始します。選手・指導者の方は　１階メインアリーナにお集まりください。

２日目注意事項

・ 2日目は試合・ＴＯ・審判に間に合うように来て下さい。（８：３０より会場できます）
・ 指導者ミーティングはありません。
・ 三郷のチームは会場設営をおこないますので８：００集合で御願いします。
・ 片付け終了次第、閉会式をおこないます。全チーム整列お願します。
・ ボールを使っての練習は８：５０からお願いします。

共通注意事項
・ 試合数が増えましたので、例年より試合間隔が詰まっています。
・ 移動式のリングは危険ですので、指導者の方で御願いします。
・ １７：００までに体育館より退場をお願いします。

試合時間 （会場）　　三郷市総合体育館　A コート（メインアリーナ入口奥）

試合時間 （会場）　　三郷市総合体育館　Ｂ コート（メインアリーナ入口手前）

試合時間 （会場）　　三郷市総合体育館　Ｃ コート（サブアリーナ２階）

庄和ミニ アドベンチャーズ男子

片付け １５：２０ 片付け
第６試合 １４：２０ シューティング女子 ＶＳ 青葉ホップス 庄和ミニ

内牧ミニ 越谷フェニックス
第５試合 １３：２０ アドベンチャーズ男子 ＶＳ 庄和ミニ 三郷あすなろ 三郷あすなろ 荻島ハッピーズ
第４試合 １２：１５ 荻島ハッピーズ ＶＳ 三郷あすなろ 内牧ミニ

幸松ミニ
第３試合 １１：１０ 越谷フェニックス ＶＳ 内牧ミニ アドベンチャーズ女子 アドベンチャーズ女子 豊野ミニ

青葉ホップス 青葉ホップス シューティング女子

第２試合 １０：０５ 豊野ミニ ＶＳ アドベンチャーズ女子 シューティング男子 シューティング男子

第７試合 １５：２０

対　　　　　　　　戦 TO 審判
第１試合 ９：００ 幸松ミニ ＶＳ シューティング男子

片付け １６：００ 片付け
閉会式 １６：１５ 表彰式

内牧ミニ ＶＳ アドベンチャーズ男子 大沢スマイリーズ

千間台小ミニ 青葉ホップス
幸手サンフレンド アドベンチャーズ女子

大沢スマイリーズ 三郷バスケット
第６試合 １４：２０ 三郷バスケット ＶＳ 大沢スマイリーズ 幸手サンフレンド

極星スマイル 幸手サンフレンド
第５試合 １３：２０ アドベンチャーズ女子 ＶＳ 幸手サンフレンド 千間台小ミニ
第４試合 １２：１５ 青葉ホップス ＶＳ 千間台小ミニ 極星スマイル

千間台小ミニ
第３試合 １１：１０ 幸手サンフレンド ＶＳ 極星スマイル 三郷バスケット 三郷バスケット 越谷レイカーズ

アドベンチャーズ男子 アドベンチャーズ男子 内牧ミニ
荻島ハッピーズ第２試合 １０：０５ 越谷レイカーズ ＶＳ 三郷バスケット 荻島ハッピーズ

第７試合 １５：２０

対　　　　　　　　戦 TO 審判
第１試合 ９：００ 千間台小ミニ ＶＳ 荻島ハッピーズ

片付け １６：００ 片付け
閉会式 １６：１５ 表彰式

極星スマイル ＶＳ 大間野ボンバーズ 越谷フェニックス

豊野ミニ 大間野ボンバーズ

越谷レイカーズ シューティング男子

越谷フェニックス ブルーエンジェルス

第６試合 １４：２０ ブルーエンジェルス ＶＳ 越谷フェニックス 越谷レイカーズ
第５試合 １３：２０ シューティング男子 ＶＳ 越谷レイカーズ 豊野ミニ

シューティング女子 三郷あすなろ
第４試合 １２：１５ 大間野ボンバーズ ＶＳ 豊野ミニ 幸松ミニ 幸松ミニ 大沢スマイリーズ

第３試合 １１：１０ 大沢スマイリーズ ＶＳ 幸松ミニ シューティング女子

大間野ボンバーズ 極星スマイル
第２試合 １０：０５ 三郷あすなろ ＶＳ シューティング女子 ブルーエンジェルス ブルーエンジェルス 庄和ミニ

三郷市近隣交流大会　　第　２　日目　対戦表　（第一部）

対　　　　　　　　戦 TO 審判
第１試合 ９：００ 庄和ミニ ＶＳ ブルーエンジェルス 大間野ボンバーズ


