
場所 11月6日 場所 11月6日

場所 11月7日 場所 11月7日

開始時刻  ＴＯ 開始時刻  ＴＯ

阿久津 VS 宮の原 9:30 AMGバディーズ 矢板東 AMGバディーズ 大谷北OWLS VS 熟田 9:30 五代新田 安蘇野中央 五代新田

AMGバディーズ VS 矢板東 10:30 阿久津 宮の原 阿久津 五代新田 VS 安蘇野中央 10:30 大谷北OWLS 熟田 大谷北OWLS

阿久津 VS 矢板東 11:40 宮の原 AMGバディーズ 宮の原 大谷北OWLS VS 安蘇野中央 11:40 熟田 五代新田 熟田

雀宮 VS ホワイトウィングス 13:10 烏山LD 西原 烏山LD 明治 VS 足利南 13:10 三島 JBCガールズ 三島

烏山LD VS 西原 14:10 雀宮 ホワイトウィングス 雀宮 三島 VS JBCガールズ 14:10 明治 足利南 明治

雀宮 VS 西原 15:20 ホワイトウィングス 烏山LD ホワイトウィングス 明治 VS JBCガールズ 15:20 足利南 三島 足利南

開始時刻  ＴＯ 開始時刻  ＴＯ

阿久津 VS AMGバディーズ 9:00 宮の原 矢板東 矢板東 大谷北OWLS VS 五代新田 9:30 割り当て 安蘇野中央

宮の原 VS 矢板東 10:00 阿久津 AMGバディーズ AMGバディーズ 熟田 VS 安蘇野中央 10:30 割り当て 五代新田

宮の原 VS AMGバディーズ 11:10 阿久津 矢板東 阿久津 熟田 VS 五代新田 11:40 割り当て 大谷北OWLS

雀宮 VS 烏山LD 12:40 ホワイトウィングス 西原 西原 明治 VS 三島 13:10 割り当て JBCガールズ

ホワイトウィングス VS 西原 13:40 雀宮 烏山LD 烏山LD 足利南 VS JBCガールズ 14:10 割り当て 三島

ホワイトウィングス VS 烏山LD 14:50 雀宮 西原 雀宮 足利南 VS 三島 15:20 割り当て 明治

阿久津 宮の原 AMGバディーズ 矢板東 結果 大谷北OWLS 熟田 五代新田 安蘇野中央 結果

阿久津 大谷北OWLS

宮の原 熟田

AMGバディーズ 五代新田

矢板東 安蘇野中央

雀宮 ホワイトウィングス 烏山LD 西原 結果 明治 足利南 三島 JBCガールズ 結果

雀宮 明治

ホワイトウィングス 足利南

烏山LD 三島

西原 JBCガールズ

11月6日(土)

いちごアリーナ（C） アリーナたぬま(C)

阿久津小体育館 アリーナたぬま(C)

組み合わせ

令和3年度　U12県後期トップリーグ戦 令和3年度　U12県後期トップリーグ戦

審判 組み合わせ 審判

女子赤ブロック

組み合わせ 審判

11月6日(土)

11月7日(日) 11月7日(日)

組み合わせ 審判

女子一次リーグ 女子一次リーグ

女子黄ブロック

女子緑ブロック 女子青ブロック



場所 11月6日 場所 11月6日

場所 11月7日 場所 11月7日

開始時刻  ＴＯ 開始時刻  ＴＯ

ドリームガールズ VS 黒田原 9:30 鹿沼ELKS ジェムストーンズ 鹿沼ELKS 北押原 VS 南ヶ丘 9:30 西方都賀F 城山 西方都賀F

鹿沼ELKS VS ジェムストーンズ 10:30 ドリームガールズ 黒田原 ドリームガールズ 西方都賀F VS 城山 10:30 北押原 南ヶ丘 北押原

ドリームガールズ VS ジェムストーンズ 11:40 黒田原 鹿沼ELKS 黒田原 北押原 VS 城山 11:40 南ヶ丘 西方都賀F 南ヶ丘

今二Rabbits VS 横川 13:10 峰 間々田女子 峰 大室 VS 新橋VP 13:10 東原 ウエストエンジェルス 東原

峰 VS 間々田女子 14:10 今二Rabbits 横川 今二Rabbits 東原 VS ウエストエンジェルス 14:10 大室 新橋VP 大室

今二Rabbits VS 間々田女子 15:20 横川 峰 横川 大室 VS ウエストエンジェルス 15:20 新橋VP 東原 新橋VP

開始時刻  ＴＯ 開始時刻  ＴＯ

ドリームガールズ VS 鹿沼ELKS 9:30 黒田原 ジェムストーンズ ジェムストーンズ 北押原 VS 西方都賀F 9:30 南ヶ丘 城山 城山

黒田原 VS ジェムストーンズ 10:30 ドリームガールズ 鹿沼ELKS 鹿沼ELKS 南ヶ丘 VS 城山 10:30 北押原 西方都賀F 西方都賀F

黒田原 VS 鹿沼ELKS 11:40 ドリームガールズ ジェムストーンズ ドリームガールズ 南ヶ丘 VS 西方都賀F 11:40 北押原 城山 北押原

今二Rabbits VS 峰 13:10 横川 間々田女子 間々田女子 大室 VS 東原 13:10 新橋VP ウエストエンジェルス ウエストエンジェルス

横川 VS 間々田女子 14:10 今二Rabbits 峰 峰 新橋VP VS ウエストエンジェルス 14:10 大室 東原 東原

横川 VS 峰 15:20 今二Rabbits 間々田女子 今二Rabbits 新橋VP VS 東原 15:20 大室 ウエストエンジェルス 大室

ドリームガールズ 黒田原 鹿沼ELKS ジェムストーンズ 結果 北押原 南ヶ丘 西方都賀F 城山 結果

ドリームガールズ 北押原

黒田原 南ヶ丘

鹿沼ELKS 西方都賀F

ジェムストーンズ 城山

今二Rabbits 横川 峰 間々田女子 結果 大室 新橋VP 東原 ウエストエンジェルス 結果

今二Rabbits 大室

横川 新橋VP

峰 東原

間々田女子 ウエストエンジェルス

11月6日(土)

いちごアリーナ（A） いちごアリーナ（B）

那須町スポーツセンター(A) 那須町スポーツセンター(B)

女子ピンクブロック

令和3年度　U12県後期トップリーグ戦

組み合わせ 審判

11月7日(日)

11月6日(土)

審判

女子白ブロック 女子オレンジブロック

組み合わせ 審判

令和3年度　U12県後期トップリーグ戦

審判組み合わせ

女子一次リーグ 女子一次リーグ

組み合わせ

女子紫ブロック

11月7日(日)


