
7月17日 辻南小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
9:00～
9:30～ 男子 辻ブラックペッパーズ（さいたま辻B） － 浦和別所 宮原 与野南男子 与野南男子

10:30～ 男子 辻ホワイトペッパーズ（さいたま辻A） － 宮原 辻ブラックペッパーズ（さいたま辻B） 浦和別所 浦和別所
11:30～ 男子 与野南男子 － 辻ブラックペッパーズ（さいたま辻B） 辻ホワイトペッパーズ（さいたま辻A） 宮原 宮原
12:30～
13:30～ 男子 浦和別所 － 辻ホワイトペッパーズ（さいたま辻A） 与野南男子 辻ブラックペッパーズ（さいたま辻B） 辻ブラックペッパーズ（さいたま辻B）

14:30～ 男子 宮原 － 与野南男子 浦和別所 辻ホワイトペッパーズ（さいたま辻A） 辻ホワイトペッパーズ（さいたま辻A）

14:40～

7月17日 鈴谷小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
9:00～
9:30～ 女子 沼影Bチーム － 柏崎ｼﾞｭﾆｱ『かしわの丘の姫君達』 沼影Aチーム 柏崎ｼﾞｭﾆｱ『かしわの森の妖精達』 柏崎ｼﾞｭﾆｱ『かしわの森の妖精達』

10:30～ 女子 与野南 － 沼影Aチーム 沼影Bチーム 柏崎ｼﾞｭﾆｱ『かしわの丘の姫君達』 柏崎ｼﾞｭﾆｱ『かしわの丘の姫君達』

11:30～ 女子 柏崎ｼﾞｭﾆｱ『かしわの森の妖精達』 － 沼影Bチーム 与野南 沼影Aチーム 沼影Aチーム
12:30～
13:30～ 女子 柏崎ｼﾞｭﾆｱ『かしわの丘の姫君達』 － 与野南 柏崎ｼﾞｭﾆｱ『かしわの森の妖精達』 沼影Bチーム 沼影Bチーム
14:30～ 女子 沼影Aチーム － 柏崎ｼﾞｭﾆｱ『かしわの森の妖精達』 柏崎ｼﾞｭﾆｱ『かしわの丘の姫君達』 与野南 与野南
14:40～

7月17日 仲町小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
8:30～
9:00～ 女子 佐知川下HOOPS － みむろ 浦和大里 尾間木 大牧

10:00～ 女子 仲町ドラゴンファイヤーズ － 浦和大里 佐知川下HOOPS みむろ みむろ
11:00～ 女子 尾間木 － 大牧 仲町ドラゴンファイヤーズ 浦和大里 浦和大里
12:00～
13:00～ 女子 みむろ － 仲町ドラゴンファイヤーズ 尾間木 大牧 尾間木
14:00～ 女子 大牧 佐知川下HOOPS みむろ 仲町ドラゴンファイヤーズ 仲町ドラゴンファイヤーズ

15:00～ 女子 浦和大里 尾間木 大牧 佐知川下HOOPS 佐知川下HOOPS

16:10～

7月17日 春岡小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
8:30～
9:00～ 男子 春岡男子 － 西原男子 与野西北 春岡女子 日進男子

10:00～ 女子 春岡女子 － 西原女子 春岡男子 西原男子 与野西北
11:00～ 男子 西原男子 － 日進男子 春岡女子 西原女子 春岡男子
12:00～
13:00～ 女子 西原女子 － 与野西北 西原男子 日進男子 春岡女子
14:00～ 男子 日進男子 － 春岡男子 西原女子 与野西北 西原男子
15:00～ 女子 与野西北 － 春岡女子 日進男子 春岡男子 西原女子
16:00～

7月17日 大宮西小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
8:30～
9:00～ 男子 大宮ブルースカイ男子 － 植竹男子 植水ラッツ 大宮ブルースカイ女子 慈恩寺

10:00～ 女子 大宮ブルースカイ女子 － 植竹女子 大宮ブルースカイ男子 植竹男子 植水ラッツ
11:00～ 男子 植竹男子 － 慈恩寺 大宮ブルースカイ女子 植竹女子 大宮ブルースカイ男子

12:00～
13:00～ 女子 植竹女子 － 植水ラッツ 植竹男子 慈恩寺 大宮ブルースカイ女子

14:00～ 男子 慈恩寺 － 大宮ブルースカイ男子 植竹女子 植水ラッツ 植竹男子
15:00～ 女子 植水ラッツ － 大宮ブルースカイ女子 慈恩寺 大宮ブルースカイ男子 植竹女子
16:00～
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7月17日 文蔵小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
8:30～
9:00～ 男子 ブルバス2 － 双葉男子 与野八幡女子 ブルバス1 与野八幡男子

10:00～ 女子 ブルバス1 － 双葉女子 ブルバス2 双葉男子 与野八幡女子
11:00～ 男子 双葉男子 － 与野八幡男子 ブルバス1 双葉女子 ブルバス2
12:00～
13:00～ 女子 双葉女子 － 与野八幡女子 双葉男子 与野八幡男子 ブルバス1
14:00～ 男子 与野八幡男子 － ブルバス2 双葉女子 与野八幡女子 双葉男子
15:00～ 女子 与野八幡女子 － ブルバス1 与野八幡男子 ブルバス2 双葉女子
16:00～

7月17日 大東小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
8:30～
9:00～ 男子 与野西北 － 東大宮ポパイ・大牧男子 春野女子 大東キャッツ 春野男子

10:00～ 女子 大東キャッツ － 東大宮ポパイ・日進女子 与野西北 東大宮ポパイ・大牧男子 春野女子
11:00～ 男子 東大宮ポパイ・大牧男子 － 春野男子 大東キャッツ 東大宮ポパイ・日進女子 与野西北
12:00～
13:00～ 女子 東大宮ポパイ・日進女子 － 春野女子 東大宮ポパイ・大牧男子 春野男子 大東キャッツ
14:00～ 男子 春野男子 － 与野西北 東大宮ポパイ・日進女子 春野女子 東大宮ポパイ・大牧男子

15:00～ 女子 春野女子 － 大東キャッツ 春野男子 与野西北 東大宮ポパイ・日進女子

16:00～

7月17日 和土小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
8:30～
9:00～ 男子 和土男子 － 下落合イーストフィーバーズ JIONJI GIRLS 和土女子 大砂土男子

10:00～ 女子 和土女子 － 太陽 和土男子 下落合イーストフィーバーズ JIONJI GIRLS
11:00～ 男子 下落合イーストフィーバーズ － 大砂土男子 和土女子 太陽 和土男子
12:00～
13:00～ 女子 太陽 － JIONJI GIRLS 下落合イーストフィーバーズ 大砂土男子 和土女子
14:00～ 男子 大砂土男子 － 和土男子 太陽 JIONJI GIRLS 下落合イーストフィーバーズ

15:00～ 女子 JIONJI GIRLS － 和土女子 大砂土男子 和土男子 太陽
16:00～

7月18日 大東小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
8:30～
9:00～ 男子 大東ホワイトキャッツ － 大宮中川 大宮中川Ａ 大東ブラックキャッツ 浦和南ホイアーズ

10:00～ 男子 大東ブラックキャッツ － 浦和南リトルブルー 大東ホワイトキャッツ 大宮中川 大宮中川A
11:00～ 男子 浦和南ホイアーズ － 大東ホワイトキャッツ 大東ブラックキャッツ 浦和南リトルブルー 大東ブラックキャッツ

12:00～
13:00～ 男子 浦和南リトルブルー － 大宮中川Ａ 浦和南ホイアーズ 大東ホワイトキャッツ 大東ホワイトキャッツ

14:00～ 男子 大宮中川 － 浦和南ホイアーズ 浦和南リトルブルー 大宮中川Ａ 浦和南リトルブルー

15:00～ 男子 大宮中川Ａ － 大東ブラックキャッツ 大宮中川 浦和南ホイアーズ 大宮中川
16:10～

7月18日 針ヶ谷小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
9:00～
9:30～ 男子 針ヶ谷ミニバスＢ － 片柳ビクトリー　こうちゃんず 片柳ビクトリー　ひろちゃんず 沼影 沼影

10:30～ 男子 針ヶ谷ミニバスＡ － 片柳ビクトリー　ひろちゃんず 針ヶ谷ミニバスＢ 片柳ビクトリー　こうちゃんず 片柳ビクトリー　こうちゃんず

11:30～ 男子 沼影 － 針ヶ谷ミニバスＢ 針ヶ谷ミニバスＡ 片柳ビクトリー　ひろちゃんず 片柳ビクトリー　ひろちゃんず

12:30～
13:30～ 男子 片柳ビクトリー　こうちゃんず － 針ヶ谷ミニバスＡ 沼影 針ヶ谷ミニバスＢ 針ヶ谷ミニバスＢ

14:30～ 男子 片柳ビクトリー　ひろちゃんず － 沼影 片柳ビクトリー　こうちゃんず 針ヶ谷ミニバスＡ 針ヶ谷ミニバスＡ

14:40～
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7月18日 中尾小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
9:00～
9:30～ 女子 木崎 － 上落合 高砂 向 向

10:30～ 女子 中尾 － 高砂 木崎 上落合 上落合
11:30～ 女子 向 － 木崎 中尾 高砂 高砂
12:30～
13:30～ 女子 上落合 － 中尾 向 木崎 木崎
14:30～ 女子 高砂 － 向 上落合 中尾 中尾
14:40～

7月18日 土合小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
8:30～
9:00～ 女子 土合　チビーズ － 浦和南チビーズ 下落合イーストフィーバーズ 浦和南ミニーズ 大宮中川

10:00～ 女子 土合　チビチビーズ － 下落合イーストフィーバーズ 土合ミニバス　チビーズ 浦和南チビーズ 浦和南チビーズ
11:00～ 女子 浦和南ミニーズ － 大宮中川 土合　チビチビーズ 下落合イーストフィーバーズ 下落合イーストフィーバーズ

12:00～
13:00～ 女子 浦和南チビーズ － 土合　チビチビーズ 浦和南ミニーズ 大宮中川ミニバスケットボール 浦和南ミニーズ
14:00～ 女子 大宮中川 土合　チビーズ 浦和南チビーズ 土合　チビチビーズ 土合　チビチビーズ

15:00～ 女子 下落合イーストフィーバーズ 浦和南ミニーズ 大宮中川ミニバスケットボール 土合ミニバス　チビーズ 土合　チビーズ
16:10～

7月18日 西浦和小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
8:30～
9:00～ 男子 西浦和男子 － 土呂男子 大宮南女子 西浦和女子 大宮南男子

10:00～ 女子 西浦和女子 － 土呂女子 西浦和男子 土呂男子 大宮南女子
11:00～ 男子 土呂男子 － 大宮南男子 西浦和女子 土呂女子 西浦和男子
12:00～
13:00～ 女子 土呂女子 － 大宮南女子 土呂男子 大宮南男子 西浦和女子
14:00～ 男子 大宮南男子 － 西浦和男子 土呂女子 大宮南女子 土呂男子
15:00～ 女子 大宮南女子 － 西浦和女子 大宮南男子 西浦和男子 土呂女子
16:00～

7月18日 美園小学校
時　間 （淡） （濃） 審　　　　判 Ｔ．Ｏ
8:30～
9:00～ 男子 大門男子 － 大谷口・土合男子 蓮沼女子 大門女子 蓮沼男子

10:00～ 女子 大門女子 － さいたま大谷口 大門男子 大谷口・土合男子 蓮沼女子
11:00～ 男子 大谷口・土合男子 － 蓮沼男子 大門女子 さいたま大谷口 大門男子
12:00～
13:00～ 女子 さいたま大谷口 － 蓮沼女子 大谷口・土合男子 蓮沼男子 大門女子
14:00～ 男子 蓮沼男子 － 大門男子 さいたま大谷口 蓮沼女子 大谷口・土合男子

15:00～ 女子 蓮沼女子 － 大門女子 蓮沼男子 大門男子 さいたま大谷口
16:00～

7月18日 田島小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
8:30～
9:00～ 男子 田島男子 － 上木ガッツ 栄和女子 田島女子 栄和男子

10:00～ 女子 田島女子 － 上木崎 田島男子 上木ガッツ 栄和女子
11:00～ 男子 上木ガッツ － 栄和男子 田島女子 上木崎 田島男子
12:00～
13:00～ 女子 上木崎 － 栄和女子 上木ガッツ 栄和男子 田島女子
14:00～ 男子 栄和男子 － 田島男子 上木崎 栄和女子 上木ガッツ
15:00～ 女子 栄和女子 － 田島女子 栄和男子 田島男子 上木崎
16:00～
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7月18日 常盤北小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
8:30～
9:00～ 男子 常盤キッズファイターズ － 仲本ヤンチャーズ 別所チェリーズ 常盤・大砂土フレンズ 柏崎ジュニア

10:00～ 女子 常盤・大砂土フレンズ － 仲本フレッシュチビ～ズ 常盤キッズファイターズ 仲本ヤンチャーズ 別所チェリーズ
11:00～ 男子 仲本ヤンチャーズ － 柏崎ジュニア 常盤・大砂土フレンズ 仲本フレッシュチビ～ズ 常盤キッズファイターズ

12:00～
13:00～ 女子 仲本フレッシュチビ～ズ － 別所チェリーズ 仲本ヤンチャーズ 柏崎ジュニア 常盤・大砂土フレンズ

14:00～ 男子 柏崎ジュニア － 常盤キッズファイターズ 仲本フレッシュチビ～ズ 別所チェリーズ 仲本ヤンチャーズ

15:00～ 女子 別所チェリーズ － 常盤・大砂土フレンズ 柏崎ジュニア 常盤キッズファイターズ 仲本フレッシュチビ～ズ

16:00～

7月18日 与野本町小学校
時　間 （淡） （濃） Ｔ．Ｏ
8:30～
9:00～ 男子 本太スパークル男子 － 七里ジュニア男子 与野女子 本太スパークル女子 与野男子

10:00～ 女子 本太スパークル女子 － 七里ジュニア女子 本太スパークル男子 七里ジュニア男子 与野女子
11:00～ 男子 七里ジュニア男子 － 与野男子 本太スパークル女子 七里ジュニア女子 本太スパークル男子

12:00～
13:00～ 女子 七里ジュニア女子 － 与野女子 七里ジュニア男子 与野男子 本太スパークル女子

14:00～ 男子 与野男子 － 本太スパークル男子 七里ジュニア女子 与野女子 七里ジュニア男子

15:00～ 女子 与野女子 － 本太スパークル女子 与野男子 本太スパークル男子 七里ジュニア女子

16:00～

ミクロ試合・フリースロー大会

審　　　　判
開　　　　　会　　　　　式

審　　　　判

閉　　　　　会　　　　　式

開　　　　　会　　　　　式

閉　　　　　会　　　　　式

ミクロ試合・フリースロー大会


