
ＡＡＡＡブロックブロックブロックブロック 青木北青木北青木北青木北・・・・安行東安行東安行東安行東・・・・久喜東久喜東久喜東久喜東

ＢＢＢＢブロックブロックブロックブロック 新郷新郷新郷新郷・・・・入江入江入江入江・・・・神根東神根東神根東神根東

神根東神根東神根東神根東 7－07－07－07－0

22224444入 江入 江入 江入 江 5－05－05－05－0 0－00－00－00－0

7777

1－01－01－01－0

0－00－00－00－0

-12-12-12-12

勝勝勝勝　　　　点点点点 得失点得失点得失点得失点

新 郷新 郷新 郷新 郷 0－70－70－70－7 0－50－50－50－5

ＢＢＢＢ
新 郷新 郷新 郷新 郷 神根東神根東神根東神根東 入 江入 江入 江入 江

0－40－40－40－4

久喜東久喜東久喜東久喜東 2－02－02－02－0

0－20－20－20－2

0－10－10－10－14－04－04－04－0

青木北青木北青木北青木北

安行東安行東安行東安行東

ＡＡＡＡ
青木北青木北青木北青木北 安行東安行東安行東安行東 久喜東久喜東久喜東久喜東

33333333 4444 2222

3333 1111

総得点総得点総得点総得点 順順順順　　　　位位位位

0000

勝勝勝勝　　　　点点点点 得失点得失点得失点得失点 総得点総得点総得点総得点

0000 0000-6-6-6-6

0000

5555

7777 1111

6666 3333

5555

3333

4444

順順順順　　　　位位位位

3333

試 合 結 果試 合 結 果試 合 結 果試 合 結 果

会 場会 場会 場会 場　　　　　　　　神根東 小学校神根東 小学校神根東 小学校神根東 小学校

～～～～ 0000 －－－－ 4444

～～～～ 0000 －－－－ 7777

～～～～ 2222 －－－－ 0000

～～～～ 5555 －－－－ 0000

～～～～ 0000 －－－－ 1111

～～～～ 0000 －－－－ 0000

～～～～ 1111 －－－－ 2222

～～～～ 4444 －－－－ 0000

～～～～ 1111 －－－－ 0000

～～～～ 0000
PKPKPKPK

4-14-14-14-1

0000

～～～～

ＢＢＢＢ１１１１位位位位 ＡＡＡＡ１１１１位位位位

ＡＢＡＢＡＢＡＢ１１１１勝勝勝勝ちちちち

久喜東久喜東久喜東久喜東

BBBB

試合時間試合時間試合時間試合時間

10:3010:3010:3010:30 11:0511:0511:0511:05

新 郷新 郷新 郷新 郷 神根東神根東神根東神根東

対対対対　　　　　　　　戦戦戦戦

入 江入 江入 江入 江

神根東神根東神根東神根東

13:2013:2013:2013:20

久喜東久喜東久喜東久喜東11:1011:1011:1011:10 11:4511:4511:4511:45

BBBB11:5011:5011:5011:50 12:2512:2512:2512:25

AAAA

神根東神根東神根東神根東

ＢＢＢＢ２２２２位位位位

入 江入 江入 江入 江

神根東神根東神根東神根東

青木北青木北青木北青木北

ＡＢＡＢＡＢＡＢ２２２２負負負負けけけけ

ＡＡＡＡ２２２２位位位位

久喜東久喜東久喜東久喜東

ＡＡＡＡ３３３３位位位位ＢＢＢＢ３３３３位位位位

ＢＢＢＢ２２２２位位位位

ＡＡＡＡ２２２２位位位位

安行東安行東安行東安行東

ＣＤＣＤＣＤＣＤ１１１１勝勝勝勝ちちちち

上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見

ＡＡＡＡ１１１１位位位位

久喜東久喜東久喜東久喜東

ＢＢＢＢ１１１１位位位位

神根東神根東神根東神根東

ＡＡＡＡ３３３３位位位位

青木北青木北青木北青木北

ＢＢＢＢ３３３３位位位位

新 郷新 郷新 郷新 郷

副副副副　　　　審審審審主主主主　　　　審審審審

青木北青木北青木北青木北 安行東安行東安行東安行東

安行東安行東安行東安行東

ＣＤＣＤＣＤＣＤ２２２２負負負負けけけけ

入 江入 江入 江入 江

安行東安行東安行東安行東

新 郷新 郷新 郷新 郷久喜東久喜東久喜東久喜東 入 江入 江入 江入 江

青木北青木北青木北青木北

新 郷新 郷新 郷新 郷

安行東安行東安行東安行東

入 江入 江入 江入 江

ブロックブロックブロックブロック

AAAA

13:2513:2513:2513:25 14:0014:0014:0014:00

順位順位順位順位

AB1AB1AB1AB1位位位位

14:4514:4514:4514:45 15:2015:2015:2015:20

14:0514:0514:0514:05 14:4014:4014:4014:40

12:4512:4512:4512:45

久喜東久喜東久喜東久喜東 青木北青木北青木北青木北新 郷新 郷新 郷新 郷

BBBB

AAAA

順位順位順位順位

AB3AB3AB3AB3位位位位

閉 会 式 閉 会 式 閉 会 式 閉 会 式 （（（（神根東小神根東小神根東小神根東小））））

9:509:509:509:50 11:2511:2511:2511:25

9:109:109:109:10 9:459:459:459:45

8:308:308:308:30 9:059:059:059:05

15:3015:3015:3015:30

順位順位順位順位

AB2AB2AB2AB2位位位位

決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦



ＣＣＣＣブロックブロックブロックブロック 鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷ＫＫＫＫ・・・・上青木上青木上青木上青木・・・・上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見

ＤＤＤＤブロックブロックブロックブロック 戸塚戸塚戸塚戸塚・・・・青木中央青木中央青木中央青木中央・・・・ＪＪＪＪ白岡白岡白岡白岡

ＪＪＪＪ白岡白岡白岡白岡 0000 -9-9-9-9 0000 33330－40－40－40－4 0－50－50－50－5

6666 6666 8888 1111青木中央青木中央青木中央青木中央 3－23－23－23－2 5－05－05－05－0

3333 3333 6666 2222戸 塚戸 塚戸 塚戸 塚 2－32－32－32－3 4－04－04－04－0

総得点総得点総得点総得点 順順順順　　　　位位位位

総得点総得点総得点総得点 順順順順　　　　位位位位勝勝勝勝　　　　点点点点

試 合 結 果試 合 結 果試 合 結 果試 合 結 果

会 場会 場会 場会 場　　　　　　　　神根 中学校神根 中学校神根 中学校神根 中学校

ＣＣＣＣ
鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷ＫＫＫＫ 得失点得失点得失点得失点上青木上青木上青木上青木 上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見

3333

2222上青木上青木上青木上青木 0－00－00－00－0 0－70－70－70－7 1111

17171717

1111 -10-10-10-10 0000

-7-7-7-7 0000

鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷ＫＫＫＫ 0－00－00－00－0

ＪＪＪＪ白岡白岡白岡白岡 勝勝勝勝　　　　点点点点

0－100－100－100－10

得失点得失点得失点得失点

上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見 10－010－010－010－0

ＤＤＤＤ
戸 塚戸 塚戸 塚戸 塚

7－07－07－07－0

青木中央青木中央青木中央青木中央

11116666 17171717

～～～～ 0000 －－－－ 0000

～～～～ 2222 －－－－ 3333

～～～～ 10101010 －－－－ 0000

～～～～ 0000 －－－－ 4444

～～～～ 0000 －－－－ 7777

～～～～ 5555 －－－－ 0000

～～～～ 0000 －－－－ 6666

～～～～ 1111 －－－－ 0000

～～～～ 0000 －－－－ 3333

～～～～ 3333 －－－－ 0000

～～～～

ＤＤＤＤ１１１１位位位位

14:4514:4514:4514:45 15:2015:2015:2015:20
敢闘賞戦敢闘賞戦敢闘賞戦敢闘賞戦

２２２２位位位位パートパートパートパート決勝決勝決勝決勝

ＡＢＡＢＡＢＡＢ２２２２勝勝勝勝ちちちち

入 江入 江入 江入 江

14:0514:0514:0514:05 14:4014:4014:4014:40

順位順位順位順位

CD3CD3CD3CD3位位位位

ＣＣＣＣ３３３３位位位位

鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷ＫＫＫＫ

ＤＤＤＤ３３３３位位位位

ＪＪＪＪ白岡白岡白岡白岡

ＣＤＣＤＣＤＣＤ２２２２勝勝勝勝ちちちち

戸 塚戸 塚戸 塚戸 塚

ＣＤＣＤＣＤＣＤ３３３３負負負負けけけけ ＡＢＡＢＡＢＡＢ３３３３負負負負けけけけ

15:3015:3015:3015:30 閉 会 式 閉 会 式 閉 会 式 閉 会 式 （（（（神根東小神根東小神根東小神根東小））））

ＣＣＣＣ１１１１位位位位

ＤＤＤＤ３３３３位位位位

11:5011:5011:5011:50 12:2512:2512:2512:25

13:2513:2513:2513:25 14:0014:0014:0014:00

順位順位順位順位

CD1CD1CD1CD1位位位位

ＣＣＣＣ１１１１位位位位

上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見

ＤＤＤＤ１１１１位位位位

青木中央青木中央青木中央青木中央

ＤＤＤＤ２２２２位位位位 ＣＣＣＣ２２２２位位位位

12:4512:4512:4512:45 13:2013:2013:2013:20

順位順位順位順位

CD2CD2CD2CD2位位位位

ＣＣＣＣ２２２２位位位位

上青木上青木上青木上青木

ＤＤＤＤ２２２２位位位位

戸 塚戸 塚戸 塚戸 塚

ＣＣＣＣ３３３３位位位位

青木中央青木中央青木中央青木中央 ＪＪＪＪ白岡白岡白岡白岡

上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見戸 塚戸 塚戸 塚戸 塚

上青木上青木上青木上青木

ＪＪＪＪ白岡白岡白岡白岡

青木中央青木中央青木中央青木中央 ＪＪＪＪ白岡白岡白岡白岡

10:3010:3010:3010:30 11:0511:0511:0511:05

鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷ＫＫＫＫ 上青木上青木上青木上青木

9:509:509:509:50 11:2511:2511:2511:25 上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見 鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷ＫＫＫＫ ＪＪＪＪ白岡白岡白岡白岡 戸 塚戸 塚戸 塚戸 塚

9:109:109:109:10 9:459:459:459:45 戸 塚戸 塚戸 塚戸 塚 青木中央青木中央青木中央青木中央

副副副副　　　　審審審審

8:308:308:308:30 9:059:059:059:05 鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷ＫＫＫＫ

対対対対　　　　　　　　戦戦戦戦 主主主主　　　　審審審審ブロックブロックブロックブロック

DDDD

CCCC

DDDD
上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見

鳩鳩鳩鳩ヶヶヶヶ谷谷谷谷ＫＫＫＫ

戸 塚戸 塚戸 塚戸 塚 青木中央青木中央青木中央青木中央

試合時間試合時間試合時間試合時間

11:1011:1011:1011:10 11:4511:4511:4511:45 上青木上青木上青木上青木 上尾富士見上尾富士見上尾富士見上尾富士見

CCCC

DDDD

CCCC

上青木上青木上青木上青木


