
女子1日日　8ブロック対戦表　　　　　　会場：古馬削、学校体育館

B ブ ロ ッ ク � �生浜 ��土呂 �利南東 ��得失点差 �順位 生浜　＿ � �蕪革率 �A－2 �▲－4 �� � 

土呂 �A－2 �� �Ar8 �� � 

利胃ま �A－4 ��A－6 �！ 室…至芸三雲… � � � 

▲コートTO・雷■鋼　□…Aブロック賦合　口・・・Bブロック賦合

NO �時間 �対戦 �TO・得点 �審判 

1 �9：45 �真鍋　　　　　　　　与野西北 �利胃東 �土呂 

利粥末 

2 �10：45 �生廃　　　　　　　　　土昌 �与野西北 �真鍋 

与野西北 

3 �11：45 �真鯛　　　　－　　　みどりが丘 �土呂 �生浜 

土呂 

お昼休駿（12時45分－13時15分） 

4 �13：15 �生浜　　　　　　　　　判幣束 �真鍋 �真鍋 

みどりが丘 

5 �14：15 �与野西北　　　　　　　　　どしか �生浜 �生廉 －　　　み　J丘 ��利南東 

8 �15：15 �土呂　　　　　　　　　利南東 �みどりが丘 �与野西北 

みどりが丘 

チーム名 ��土呂ミニバスケットボールクラブ 

監督名 ��小島　義霊 �引率責任書名 �小島一義章 

コーチ名 ��本田　琴美 �Aコーチ名 �永島　修 

マネージャー名 ��加瀬　圭介 �帯同審判名 �永島　修 

背番号 �選　手　名 ��学　年 ��身　長 

4 �岡田　愛星 ��6年 ��143 

5 �坂田　希 ��6年 ��145 

6 �鹿毛　野乃華 ��6年 ��148 

7 �星名　くるみ ��6年 ��145 

8 �加瀬様子 ��5年 ��140 

9 �佐披　寿珠 ��5年 ��140 

10 �ニッ森　愛梨 ��5年 ��148 

11 �新井　春花 ��5年 ��140 

12 �立花　菓槻 ��4年 ��140 

13 �岡田　彩花 ��4年 ��132 

14 �佐枝　里胡 ��3年 ��130 

15 �若林真等 ��5年 ��145 

16 � �� �� 

17 � �� �� 

18 � �� �� 

（大食への抱負〉 

チーム名 ��生漠ミニバスケットボールクラブ 

監督名 ��鏑木　毅 �引率責任音名 �鏑木　毅 

コーチ名 ��積田　恵美子 �Aコーチ名 � 

マネージャー名 ��鈴木　理絵 �帯同審判名 �鏑木　毅 

背番号 �選　手　名 ��学　年 ��身　長 

4 �鈴木　梨七 ��6 ��145 

5 �古川　七菓子 ��6 ��161 

6 �白井　綾香 ��5 ��142 

7 �高橋　夢叶 ��5 ��137 

8 �前田　あかり ��5 ��147 

9 �小松崎　萌愛 ��4 ��142 

10 �石橋‖麗来 ��4 ��135 

11 �阿部　あゆみ ��4 ��124 

12 �新井　志歩子 ��4 ��130 

13 �前田　みのり ��4 ��139 

14 �一之瀬　咲来 ��4 ��131 

15 �金子　沙恵 ��4 ��131 

16 �鈴木　愛利 ��3 ��132 

17 �小西　美桜 ��3 ��127 

18 � �� �� 

扶余への馳咤だ孟誓宗詑肯許に声を出しながら・糟‾杯軌、 

チーム名 ��利南東ミニバス 

監督名 ��中澤　島樹 �引率責任春名 �桑原　香織 

コーチ名 �� �Aコーチ名 � 

マネージャー名 ��桑原　香織 �帯同審判名 �中澤1邑樹 

背番号 �選　手　名 ��学　年 ��一身　長 

4 �桑原　友津 ��6年 ��153cm 

5 �中澤　束蓼 ��6年 ��153cm 

6 �柿崎　彩羅 ��6年 ��150cm 

7 �宮田　芽依 ��5年 ��1456m 

8 �宮田　製央 ��5年 ��145cm 

9 �小林千甫兼 ��5年 ��148cm 

10 �木村　志瑛梨 ��6年 ��145cm 

11 �横坂　抽花 ��6年 ��152cm 

12 �織田澤　薫生 ��3年 ��138cm 

13 �野上　夢棄 ��3年 ��1356m 

14 � �� �� 

15 � �� �� 

16 � �� �� 

17 � �� �� 

18 � �� �� 

（大金への抱負〉 


