
会場責任者：三⾓・海沼

No. 時間 審判 TO 審判 TO 審判 TO

1 9:30 ⼤庭 51 - 31 松浪 梅⽥・天神 梅⽥ 茅ヶ崎 21 - 48 柳島 富⼠⾒台・旭 富⼠⾒台 リトルダンク 31 - 42 ⾹川 松林・梅⽥ 松林

2 10:30 梅⽥ 35 - 34 天神 ⼤庭・松浪 ⼤庭 ブレイカーズ 36 - 47 東海岸 茅ヶ崎・柳島 茅ヶ崎 旭 79 - 20 梅⽥ リトル・⾹川 ⾹川

3 11:30 ⼩和⽥ 46 - 42 柳島 梅⽥・⼤庭 梅⽥ 富⼠⾒台 17 - 42 旭 天神・寒川 東海岸 松林 37 - 39 リトルダンク 旭・松浪 梅⽥

4 12:30 梅⽥ 38 - 54 ⼤庭 ⼩和⽥・柳島 柳島 天神 22 - 90 寒川 ブレイカーズ・東海岸 ブレイカーズ 松浪 38 - 49 茅ヶ崎 松林・リトル リトル

5 13:30 ⼩和⽥ 35 - 65 ⼤庭 旭・松林 天神 ⾹川 56 - 19 富⼠⾒台 柳島・茅ヶ崎 茅ヶ崎

6 14:30 旭 39 - 36 松林 ⼩和⽥・⼤庭 ⼩和⽥ 柳島 53 - 26 天神 ⾹川・富⼠⾒台 富⼠⾒台

7 15:30

会場責任者：⼭崎・中丸 会場責任者：勝俣・秦野

No. 時間 審判 TO 審判 TO

1 10:00 鵠沼 18 - 57 ⼩和⽥ 茅ヶ崎・松浪 茅ヶ崎 松林 31 - 41 藤沢本町 梅⽥・ブレイカーズ ブレイカーズ

2 11:00 湘南台 35 - 30 松浪 鵠沼・⼩和⽥ ⼩和⽥ 梅⽥ 49 - 30 新林 松林・藤沢本町 松林

3 12:00 茅ヶ崎 53 - 24 鵠沼 湘南台・寒川 松浪 ブレイカーズ 18 - 60 藤沢本町 東海岸・新林 梅⽥

4 13:00 旭 34 - 31 松林 鵠沼・⼩和⽥ 湘南台 梅⽥ 22 - 36 天神 藤沢本町・藤沢本町 新林

5 14:00 寒川 75 - 33 ⼩和⽥ 旭・松林 松林 藤沢本町 45 - 33 東海岸 梅⽥・天神 天神

会場責任者：⼤滝・嶋崎 会場責任者：菊地・三⾓

No. 時間 審判 TO 審判 TO

1 10:00 リトルダンク 8 - 51 明治 鵠沼・寒川 寒川 ⼩⾕ 40 - 30 湘南台 新林・鶴嶺 藤沢本町

2 11:00 ⼀之宮 25 - 55 ⾹川 リトル・明治 明治 新林 39 - 35 鶴嶺 ⼩⾕・湘南台 湘南台

3 12:00 鵠沼 32 - 15 寒川 ⼀之宮・⾹川 ⼀之宮 藤沢本町 54 - 26 ⼩⾕ 鶴嶺・鵠沼 鶴嶺

4 13:00 松浪 34 - 28 K･O King's 寒川・東海岸 鵠沼 鶴嶺 51 - 34 鵠沼 ⼩⾕・新林 ⼩⾕

5 14:00 ⾹川 59 - 20 リトルダンク 松浪・K･O King's K･O King's ⼩⾕ 39 - 43 新林 鶴嶺・湘南台 鵠沼

6 15:00 寒川 34 - 61 東海岸 ⾹川・リトル リトル ⼤庭 57 - 33 茅ヶ崎 ⼩⾕・藤沢本町 新林

7 16:00 湘南台 43 - 43 鶴嶺 ⼤庭・茅ヶ崎 茅ヶ崎

会場責任者：⻑⽥・⼤滝

No. 時間 審判 TO

1 10:00 明治 47 - 24 湘南台 ⼀之宮・柳島 K･O King's

2 11:00 鶴嶺 45 - 18 ⼀之宮 明治・湘南台 明治

3 12:00 K･O King's 51 - 39 鵠沼 鶴嶺・⼀之宮 ⼀之宮

4 13:00 ⼀之宮 28 - 67 柳島 K･O King's・鵠沼 鵠沼

5 14:00 東海岸 50 - 31 ⼩⾕ 新林・⼀之宮 柳島

6 15:00 新林 53 - 21 ⼀之宮 東海岸・⼩⾕ ⼩⾕

寒川⼩学校

南⼩学校

湘南⽀部 ２次リーグ戦 ８⽉２５⽇（⽇）

南⼩学校 藤沢⼩学校

湘南⽀部 ２次リーグ戦 ８⽉２４⽇（⼟）

藤沢⼩学校

湘南⽀部 ２次リーグ戦 ８⽉１８⽇（⽇）

湘南⽀部 ２次リーグ戦     ８⽉１７⽇（⼟） 秋葉台⽂化体育館

審判講習会 

Ａコート
（出⼊⼝側）

Ｂコート
（中央）

Ｃコート
（舞台側）


