
【交歓大会】

メインアリーナAコート：女子
試合 開始時間 TO

A① 9:15 a-1 城ノ上アンフィニ 34 vs 47 三郷ASUNARO a-2 草加花松バスケット 草加花松バスケット 大間野ボンバーズ

A② 10:25 a-5 草加新栄バスケット 49 vs 34 両新田バスケット a-6 三郷ASUNARO 三郷ASUNARO 城ノ上アンフィニ

A③ 11:35 a-3 豊野ミニ 58 vs 14 栗橋ロックフィルズ a-4 両新田バスケット 両新田バスケット 草加新栄バスケット

A④ 12:45 a-7 草加花松バスケット 34 vs 39 大間野ボンバーズ a-8 栗橋ロックフィルズ 栗橋ロックフィルズ 豊野ミニ

A⑤ 13:55 三郷ASUNARO 45 vs 40 豊野ミニ 大間野ボンバーズ 大間野ボンバーズ 草加花松バスケット

A⑥ 15:05 草加新栄バスケット 42 vs 50 大間野ボンバーズ 豊野ミニ 豊野ミニ 三郷ASUNARO

A⑦ 16:45 決勝 三郷ASUNARO 28 vs 62 大間野ボンバーズ 草加新栄バスケット 草加新栄バスケット 栗橋ロックフィルズ

【交歓大会】

メインアリーナBコート：男子
試合 開始時間 TO

B① 9:15 b-1 大間野ボンバーズ 78 vs 28 豊野ミニ b-2 極星ボーイズ 極星ボーイズ 松伏ダンカーズ

B② 10:25 b-5 八北バスケット 35 vs 38 ジュベニール白岡 b-6 豊野ミニ 豊野ミニ 大間野ボンバーズ

B③ 11:35 b-3 幸松ミニ 18 vs 66 大原ドラゴンズ b-4 ジュベニール白岡 ジュベニール白岡 八北バスケット

B④ 12:45 b-7 極星ボーイズ 31 vs 49 松伏ダンカーズ b-8 大原ドラゴンズ 大原ドラゴンズ 幸松ミニ

B⑤ 13:55 大間野ボンバーズ 57 vs 45 大原ドラゴンズ 松伏ダンカーズ 松伏ダンカーズ 極星ボーイズ

B⑥ 15:05 ジュベニール白岡 35 vs 38 松伏ダンカーズ 大原ドラゴンズ 大原ドラゴンズ 大間野ボンバーズ

B⑦ 16:45 決勝 大間野ボンバーズ 52 vs 54 松伏ダンカーズ ジュベニール白岡 ジュベニール白岡 幸松ミニ

【交流大会】

メインアリーナCコート：女子
試合 開始時間 TO

C① 9:15 c-1 菖蒲シャイニングスターズ 43 vs 38 大原ベアーズ c-2 三郷アドベンチャーズ 三郷アドベンチャーズ 草加新田バスケット

C② 10:25 c-5 氷川バスケット 35 vs 29 瀬崎ブレイバーズ c-6 大原ベアーズ 大原ベアーズ 菖蒲シャイニングスターズ

C③ 11:35 c-3 松伏ジュリア 16 vs 54 大袋チェリーズ c-4 瀬崎ブレイバーズ 瀬崎ブレイバーズ 氷川バスケット

C④ 12:45 c-7 三郷アドベンチャーズ 35 vs 65 草加新田バスケット c-8 大袋チェリーズ 大袋チェリーズ 松伏ジュリア

C⑤ 13:55 菖蒲シャイニングスターズ 37 vs 49 大袋チェリーズ 草加新田バスケット 草加新田バスケット 三郷アドベンチャーズ

C⑥ 15:05 氷川バスケット 25 vs 49 草加新田バスケット 菖蒲シャイニングスターズ 菖蒲シャイニングスターズ 大袋チェリーズ

C⑦ 16:45 決勝 大袋チェリーズ 30 vs 40 草加新田バスケット 氷川バスケット 氷川バスケット 松伏ジュリア

【交流大会】

サブアリーナDコート：男子
試合 開始時間 TO

D① 9:15 d-2 越谷リンクス 15 vs 32 八潮ボルティーズ d-3 宮代ミニ 宮代ミニ 越谷ジャズ

D② 10:25 d-4 清門バスケット 37 vs 32 バンデ吉川 d-5 越谷リンクス 越谷リンクス 八潮ボルティーズ

D③ 11:35 d-1 宮代ミニ 21 vs 41 八潮ボルティーズ d-4 バンデ吉川 バンデ吉川 清門バスケット

D④ 12:45 d-6 越谷ジャズ 28 vs 15 清門バスケット d-8 宮代ミニ 宮代ミニ 八潮ボルティーズ

D⑤ 14:20 決勝 八潮ボルティーズ 31 vs 37 越谷ジャズ 清門バスケット バンデ吉川 越谷リンクス

5月5日（木祝）毎日興業アリーナ久喜
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