
会場主任 会場主任

場所 場所

開始時刻  ＴＯ 開始時刻  ＴＯ

ABILITES VS 姿川第二 9:00 大山bullets ＮＢＣ 大山bullets 市野沢Lightning VS 足利南 9:00 佐野アカデミー 阿久津 佐野アカデミー

大山bullets VS ＮＢＣ 10:05 ABILITES 姿川第二 ABILITES 佐野アカデミー VS 阿久津 10:05 市野沢Lightning 足利南 市野沢Lightning

ABILITES VS ＮＢＣ 11:25 姿川第二 大山bullets 姿川第二 市野沢Lightning VS 阿久津 11:25 足利南 佐野アカデミー 足利南

今市ウイングス VS 雀宮南 13:00 AMGバディーズ 犬伏 AMGバディーズ 清原ロケッツ VS 大谷北ＯＷＬＳ 13:00 三島 GS BLAZE 三島

AMGバディーズ VS 犬伏 14:05 今市ウイングス 雀宮南 今市ウイングス 三島 VS GS BLAZE 14:05 清原ロケッツ 大谷北ＯＷＬＳ 清原ロケッツ

今市ウイングス VS 犬伏 15:25 雀宮南 AMGバディーズ 雀宮南 清原ロケッツ VS GS BLAZE 15:25 大谷北ＯＷＬＳ 三島 大谷北ＯＷＬＳ

会場主任 会場主任

場所 場所

開始時刻  ＴＯ 開始時刻  ＴＯ

ABILITES VS 大山bullets 9:00 姿川第二 ＮＢＣ ＮＢＣ 市野沢Lightning VS 佐野アカデミー 9:00 足利南 阿久津 阿久津

姿川第二 VS ＮＢＣ 10:05 ABILITES 大山bullets 大山bullets 足利南 VS 阿久津 10:05 市野沢Lightning 佐野アカデミー 佐野アカデミー

姿川第二 VS 大山bullets 11:25 ABILITES ＮＢＣ ABILITES 足利南 VS 佐野アカデミー 11:25 市野沢Lightning 阿久津 市野沢Lightning

今市ウイングス VS AMGバディーズ 13:00 雀宮南 犬伏 犬伏 清原ロケッツ VS 三島 13:00 大谷北ＯＷＬＳ GS BLAZE GS BLAZE

雀宮南 VS 犬伏 14:05 今市ウイングス AMGバディーズ AMGバディーズ 大谷北ＯＷＬＳ VS GS BLAZE 14:05 清原ロケッツ 三島 三島

雀宮南 VS AMGバディーズ 15:25 今市ウイングス 犬伏 今市ウイングス 大谷北ＯＷＬＳ VS 三島 15:25 清原ロケッツ GS BLAZE 清原ロケッツ

ABILITES 姿川第二 大山bullets ＮＢＣ 市野沢Lightning 足利南 佐野アカデミー 阿久津

ABILITES 市野沢Lightning

姿川第二 足利南

大山bullets 佐野アカデミー

ＮＢＣ 阿久津

今市ウイングス 雀宮南 AMGバディーズ 犬伏 清原ロケッツ 大谷北ＯＷＬＳ 三島 GS BLAZE

今市ウイングス 清原ロケッツ

雀宮南 大谷北ＯＷＬＳ

AMGバディーズ 三島

犬伏 GS BLAZE

男子1次リーグ 阿部　伊藤　篠崎

アリーナ田沼

アリーナ田沼

令和4年度　U12県後期トップリーグ戦 令和4年度　U12県後期トップリーグ戦

組み合わせ 審判・MC

組み合わせ 審判・MC 組み合わせ 審判・MC

男子1次リーグ 阿部　伊藤　篠崎

アリーナ田沼 11月6日（日）

アリーナ田沼

男子赤ブロック 男子黄ブロック

男子白ブロック 男子青ブロック

11月5日（土） 11月5日（土）

11月6日（日）

組み合わせ

阿部　伊藤　篠崎男子1次リーグ 男子1次リーグ 阿部　伊藤　篠崎

審判・MC

※選手（チーム）の開場時刻　午前の部８：３０　午後の部１２：３０ ※選手（チーム）の開場時刻　午前の部８：３０　午後の部１２：３０

※選手（チーム）の開場時刻　午前の部８：３０　午後の部１２：３０ ※選手（チーム）の開場時刻　午前の部８：３０　午後の部１２：３０



会場主任 会場主任

場所 場所

開始時刻  ＴＯ 開始時刻  ＴＯ

友遊いずみ VS 小山Ｓ 9:00 烏山LD 乙女ＥＧＲＥＴＳ 烏山LD 瑞穂台 VS 西宝クローバー 9:00 北押原 埼玉 北押原

烏山LD VS 乙女ＥＧＲＥＴＳ 10:05 友遊いずみ 小山Ｓ 友遊いずみ 北押原 VS 埼玉 10:05 瑞穂台 西宝クローバー 瑞穂台

友遊いずみ VS 乙女ＥＧＲＥＴＳ 11:25 小山Ｓ 烏山LD 小山Ｓ 瑞穂台 VS 埼玉 11:25 西宝クローバー 北押原 西宝クローバー

峰 VS みどりが丘 13:00 鹿沼中央 ヘッジ 鹿沼中央 豊浦 VS 宮の原 13:00 ＪＢＣ Ｍｅ．Ｕ ＪＢＣ

鹿沼中央 VS ヘッジ 14:05 峰 みどりが丘 峰 ＪＢＣ VS Ｍｅ．Ｕ 14:05 豊浦 宮の原 豊浦

峰 VS ヘッジ 15:25 みどりが丘 鹿沼中央 みどりが丘 豊浦 VS Ｍｅ．Ｕ 15:25 宮の原 ＪＢＣ 宮の原

会場主任 会場主任

場所 場所

開始時刻  ＴＯ 開始時刻  ＴＯ

友遊いずみ VS 烏山LD 9:00 小山Ｓ 乙女ＥＧＲＥＴＳ 乙女ＥＧＲＥＴＳ 瑞穂台 VS 北押原 9:00 西宝クローバー 埼玉 埼玉

小山Ｓ VS 乙女ＥＧＲＥＴＳ 10:05 友遊いずみ 烏山LD 烏山LD 西宝クローバー VS 埼玉 10:05 瑞穂台 北押原 北押原

小山Ｓ VS 烏山LD 11:25 友遊いずみ 乙女ＥＧＲＥＴＳ 友遊いずみ 西宝クローバー VS 北押原 11:25 瑞穂台 埼玉 瑞穂台

峰 VS 鹿沼中央 13:00 みどりが丘 ヘッジ ヘッジ 豊浦 VS ＪＢＣ 13:00 宮の原 Ｍｅ．Ｕ Ｍｅ．Ｕ

みどりが丘 VS ヘッジ 14:05 峰 鹿沼中央 鹿沼中央 宮の原 VS Ｍｅ．Ｕ 14:05 豊浦 ＪＢＣ ＪＢＣ

みどりが丘 VS 鹿沼中央 15:25 峰 ヘッジ 峰 宮の原 VS ＪＢＣ 15:25 豊浦 Ｍｅ．Ｕ 豊浦

友遊いずみ 小山Ｓ 烏山LD 乙女ＥＧＲＥＴＳ 瑞穂台 西宝クローバー 北押原 埼玉

友遊いずみ 瑞穂台

小山Ｓ 西宝クローバー

烏山LD 北押原

乙女ＥＧＲＥＴＳ 埼玉

峰 みどりが丘 鹿沼中央 ヘッジ 豊浦 宮の原 ＪＢＣ Ｍｅ．Ｕ

峰 豊浦

みどりが丘 宮の原

鹿沼中央 ＪＢＣ

ヘッジ Ｍｅ．Ｕ

いちごアリーナ

宇都宮市立泉が丘小

いちごアリーナ

下野市立緑小

石橋男子1次リーグ 松岡 男子1次リーグ

男子オレンジブロック

11月6日（日） 11月6日（日）

11月5日（土）

男子ピンクブロック 男子紫ブロック

組み合わせ 審判・MC 組み合わせ 審判・MC

男子緑ブロック

令和4年度　U12県後期トップリーグ戦 令和4年度　U12県後期トップリーグ戦

11月5日（土）

組み合わせ 審判・MC 組み合わせ 審判・MC

田谷　小松崎　福田男子1次リーグ 田谷　小松崎　福田 男子1次リーグ

※選手（チーム）の開場時刻　午前の部８：３０　午後の部１２：３０ ※選手（チーム）の開場時刻　午前の部８：３０　午後の部１２：３０

※選手（チーム）の開場時刻　午前の部８：３０　午後の部１２：３０ ※選手（チーム）の開場時刻　午前の部８：３０　午後の部１２：３０


