
No.        Aコート 審判 T・O        Bコート 審判 T・O

1 9:15 東海岸 81 m 30 一之宮 第３両者 小和田m ブレイカーズ 49 m 36 柳島 第３両者 茅ヶ崎f

2 10:35 梅田 32 m 70 小谷 第１両者 前負け 松林 22 m 27 鵠沼 第１両者 前負け

3 11:55 天神 61 m 47 小和田 第２両者 前負け 茅ヶ崎 18 f 77 一之宮 第２両者 前負け

4 13:15 小和田 104 f 13 大庭 第５両者 天神m 鵠沼 41 f 37 松浪 第５両者 一之宮f

5 14:35 東海岸 68 m 39 ブレイカーズ 第４両者 前負け 鵠沼 39 m 33 小谷 第４両者 前負け

No.        Aコート 審判 T・O        Cコート 審判 T・O        サブコート   審判 T・O

1 9:15 石川 85 F 40 湘南台 第３両者 新林m 藤沢本町 30 F 37 鶴嶺 第3両者 松浪m 新林 0 f 20 梅田 第3両者 リトルダンクf

2 10:35 天神 41 f 27 東海岸 第１両者 前勝ち 柳島 13 f 72 小谷 第1両者 前勝ち 寒川 11 f 63 香川 第1両者 前負け

3 11:55 新林 19 m 52 香川 第２両者 前負け 松浪 62 m 21 石川 第2両者 前負け リトルダンク 61 f 11 松林 第2両者 前負け

4 13:15 湘南台 26 F 56 藤沢本町 第６両者 香川m 大庭 58 m 19 天神 第５両者 石川m

5 14:35 天神 24 f 58 小谷 第４両者 前負け

6 15:55 松浪 20 m 50 香川 第５両者 前負け

No.        Aコート 審判 T・O        Bコート 審判 T・O        Cコート   審判 T・O No.

1 9:15 小和田 78 f 27 鵠沼 第３両者 大庭m リトルダンク 25 f 38 一之宮 第３両者 東海岸m 石川 28 m 52 新林 第２両者 寒川f 1 9:15

2 10:35 東海岸 67 f 23 柳島 第１両者 前負け 梅田 38 f 57 香川 第１両者 前負け 一之宮 35 m 45 柳島 第１両者 前負け 2 10:35

3 11:55 大庭 38 m 40 香川 第２両者 前負け 東海岸 42 m 29 鵠沼 第２両者 前負け 新林 93 f 9 寒川 第４両者 前負け 3 11:55

4 13:15 小和田 36 f 22 一之宮 第５両者 香川m 大庭 26 f 52 松浪 第３両者 前負け 4 13:15

5 15:00 香川 37 f 49 小谷 第４両者 前負け 5 14:35

6 15:55

１１月１４日(土）  秩父宮記念体育館

１１月２１日(土）  秋葉台文化体育館

１１月２３日(祝月）  茅ヶ崎市総合体育館  

チャレンジカップチーム

小文字記号＝フレンドカップ ̲箇所＝交流戦



No.        サブコート 審判 T・O

1 9:15 寒川 57 M 44 リトルダンク 第３両者 旭M

2 10:35 富士見台 25 M 95 茅ヶ崎 第１両者 前負け

3 11:55 旭 79 M 5 鶴嶺 第２両者 前負け

4

5 13:40 寒川 40 M 60 湘南台 第6両者 前負け

6 15:00 旭 30 M 49 茅ヶ崎 第5両者 前負け

No.        Aコート   審判 T・O        Bコート   審判 T・O        Cコート   審判 T・O

1 9:15 石川 F 鶴嶺 審判委員会 小和田f リトルダンク
M
m

小和田 第２両者 松林m

2 10:35 K.O kings M 湘南台 審判委員会 前負け 茅ヶ崎 M 藤沢本町 審判委員会 リトルダンクＭ 鶴嶺 M 富士見台 第１両者 小和田m

3 11:55 小和田 f 小谷 審判委員会 前負け 一之宮 f 香川 審判委員会 前負け 松林 m 梅田 第4両者 前負け

4 13:15 香川 m 東海岸 審判委員会 小谷f 大庭 m 鵠沼 審判委員会 前負け 松林 f 茅ヶ崎 第３両者 梅田m

5 14:35 審判委員会 前負け

6 15:55 審判委員会 前負け

１１月２８日(土)     茅ヶ崎市総合体育館

チャレンジ女子決勝

チャレンジ男子決勝戦

１１月２３日(祝月） 秩父宮記念体育館サブコート


