
[１日目]

開場８：４５

◎ ９：００

（淡） （濃） ［T.O］

① ９：４５ 三笠女子ミニバス ＶＳ 田子ウィングス 春野 柿生フィリーズ 柿生フィリーズ

② １０：３５ 高松ミニバス ＶＳ 朝霞サンズ 三笠女子 田子ウィングス 田子ウィングス

③ １１：２５ 柿生フィリーズ ＶＳ 新田ミニバス 高松 朝霞サンズ 朝霞サンズ

④ １２：１５ 三笠女子ミニバス ＶＳ 桶川北ミニバス 柿生フィリーズ 新田ミニバス 新田ミニバス

⑤ １３：０５ 高松ミニバス ＶＳ 東大宮ポパイ 三笠女子 桶川北 桶川北

⑥ １３：５５ 柿生フィリーズ ＶＳ 与野西北ミニバス 高松 東大宮ポパイ 東大宮ポパイ

⑦ １４：４５ 木崎ミニバス ＶＳ 三笠女子ミニバス 柿生フィリーズ 与野西北 与野西北

⑧ １５：３５ 大宮中川ミニバス ＶＳ 高松ミニバス 木崎 三笠女子 三笠女子

⑨ １６：２５ 春野ミニバス ＶＳ 柿生フィリーズ 大宮中川 高松 高松

[１日目]

開場８：４５

◎ ９：００

（淡） （濃） ［T.O］

① ９：４５ 桶川北ミニバス ＶＳ 木崎ミニバス 新田ミニバス 与野西北 与野西北

② １０：３５ 東大宮ポパイ ＶＳ 大宮中川ミニバス 桶川北 木崎 木崎

③ １１：２５ 与野西北ミニバス ＶＳ 春野ミニバス 東大宮ポパイ 大宮中川 大宮中川

④ １２：１５ 田子ウィングス ＶＳ 木崎ミニバス 与野西北 春野 春野

⑤ １３：０５ 朝霞サンズ ＶＳ 大宮中川ミニバス 田子ウィングス 木崎 木崎

⑥ １３：５５ 新田ミニバス ＶＳ 春野ミニバス 朝霞サンズ 大宮中川 大宮中川

⑦ １４：４５ 田子ウィングス ＶＳ 桶川北ミニバス 新田ミニバス 春野 春野

⑧ １５：３５ 朝霞サンズ ＶＳ 東大宮ポパイ 田子ウィングス 桶川北 桶川北

⑨ １６：２５ 新田ミニバス ＶＳ 与野西北ミニバス 朝霞サンズ 東大宮ポパイ 東大宮ポパイ

[１日目]

開場８：４５

◎ ９：００

（淡） （濃） ［T.O］

① ９：４５ ＦＩＧＨＴＥＲＳ ＶＳ 新田ミニバス 与野西北 高津フレンズ 高津フレンズ

② １０：３５ 弥生第二 ＶＳ 吉成サンシャイン ＦＩＧＨＴＥＲＳ 新田ミニバス 新田ミニバス

③ １１：２５ 高津フレンズ ＶＳ 極星ボーイズ 弥生第二 吉成 吉成

④ １２：１５ ＦＩＧＨＴＥＲＳ ＶＳ 武蔵野ミニバス 高津フレンズ 極星ボーイズ 極星

⑤ １３：０５ 弥生第二 ＶＳ 大東キャッツ ＦＩＧＨＴＥＲＳ 武蔵野 武蔵野

⑥ １３：５５ 高津フレンズ ＶＳ 浦和別所ミニバス 弥生第二 大東キャッツ 大東キャッツ

⑦ １４：４５ 大砂土ミニバス ＶＳ ＦＩＧＨＴＥＲＳ 高津フレンズ 浦和別所 浦和別所

⑧ １５：３５ 宮原ミニバス ＶＳ 弥生第二 大砂土 ＦＩＧＨＴＥＲＳ ＦＩＧＨＴＥＲＳ

⑨ １６：２５ 与野西北 ＶＳ 高津フレンズ 宮原 弥生第二 弥生第二

[１日目]

開場８：４５

◎ ９：００

（淡） （濃） ［T.O］

① ９：４５ 武蔵野ミニバス ＶＳ 大砂土ミニバス 極星ボーイズ 浦和別所 浦和別所

② １０：３５ 大東キャッツ ＶＳ 宮原ミニバス 武蔵野 大砂土 大砂土

③ １１：２５ 浦和別所ミニバス ＶＳ 与野西北 大東キャッツ 宮原 宮原

④ １２：１５ 新田ミニバス ＶＳ 大砂土ミニバス 浦和別所 与野西北 与野西北

⑤ １３：０５ 吉成サンシャイン ＶＳ 宮原ミニバス 新田ミニバス 大砂土 大砂土

⑥ １３：５５ 極星ボーイズ ＶＳ 与野西北 吉成 宮原 宮原

⑦ １４：４５ 新田ミニバス ＶＳ 武蔵野ミニバス 極星ボーイズ 与野西北 与野西北

⑧ １５：３５ 吉成サンシャイン ＶＳ 大東キャッツ 新田ミニバス 武蔵野 武蔵野

⑨ １６：２５ 極星ボーイズ ＶＳ 浦和別所ミニバス 吉成サンシャイン 大東キャッツ 大東キャッツ
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