
Ｔ．Ｏ Ｔ．Ｏ

① 9:30 行田ラビッツ ソニック・キッズ 鶴ヶ島南 江南 上尾芝川 ① 9:30 新 明 多摩フェアリーズ 高萩 おがの 原谷

② 10:35 江 南 明保ライトニング ラビッツ ソニック ラビッツ ② 10:35 小川レインボー
おがの

ツイスターズ
新明 多摩 多摩

③ 11:40
おがの

ウインディアーズ
鶴ヶ島南 江南 明保 江南 ③ 11:40 高萩エンジェルス

原谷
サンフラワーズ

小川 おがの おがの

④ 12:45 上尾あずま Ｇ・レジェンドＡ おがの 鶴ヶ島南 鶴ヶ島南 ④ 12:45 毛呂山シトロンズ 北 本 高萩 原谷 高萩

⑤ 13:50 大 里 上尾芝川 あずま Ｇ・レＡ あずま ⑤ 13:50 上尾芝川 桶川北 毛呂山 北本 毛呂山

⑥ 14:55 吉見西ウィングス 横 瀬 大里 上尾芝川 大里 ⑥ 14:55 鶴ヶ島南 影 森 上尾芝川 桶川北 上尾芝川

Ｔ．Ｏ Ｔ．Ｏ

① 9:30 Ｇ・レジェンドＡ 大 里 吉見西 横瀬 おがの ① 9:30 北 本 上尾芝川 鶴ヶ島南 影森 桶川北

② 10:35 横 瀬 上尾あずま G・レＡ 大里 G・レＡ ② 10:35 影 森 毛呂山シトロンズ 北本 上尾芝川 北本

③ 11:40 上尾芝川 吉見西ウィングス 横瀬 あずま 横瀬 ③ 11:40 桶川北 鶴ヶ島南 影森 毛呂山 影森

④ 12:45 明保ライトニング 行田ラビッツ 上尾芝川 吉見西 吉見西 ④ 12:45 多摩フェアリーズ 小川レインボー 桶川北 鶴ヶ島南 鶴ヶ島南

⑤ 13:50 ソニック・キッズ
おがの

ウインディアーズ
明保 ラビッツ 明保 ⑤ 13:50

原谷
サンフラワーズ

新 明 多摩 小川 小川

⑥ 14:55 鶴ヶ島南 江 南 ソニック おがの ソニック ⑥ 14:55
おがの

ツイスターズ
高萩エンジェルス 原谷 新明 新明

秩父市文化体育センター　第２アリーナ

開 始 対 戦 審 判

秩父市文化体育センター　第２アリーナ

開 始 対 戦 審 判

Ｃコート Ｄコート

開 始 対 戦 審 判 開 始 対 戦 審 判

23rd Summer Camp in CHICHIBU
３日目　　【８月１２日（日）】

Ａコート 秩父市文化体育センター　第１アリーナ Ｂコート 秩父市文化体育センター　第１アリーナ



Ｔ．Ｏ Ｔ．Ｏ

① 9:30 大石北 妻沼ブラッサムズ 松山 原谷 原谷 ① 9:30 川口上青木 熊谷玉井 寄居 国・花 国・花

② 10:40 川越フレンズ 松 山 大石北 妻沼 妻沼 ② 10:40 新座片山 寄居スパークル 上青木 熊谷玉井 熊谷玉井

③ 11:50 原谷サンボーイズ 大石北 川越 松山 松山 ③ 11:50 国神・花の木 川口上青木 新座片山 寄居 寄居

④ 13:00 妻沼ブラッサムズ 川越フレンズ 原谷 大石北 大石北 ④ 13:00 熊谷玉井 新座片山 国・花 上青木 上青木

⑤ 14:10 松 山 原谷サンボーイズ 妻沼 川越 川越 ⑤ 14:10 寄居スパークル 国神・花の木 熊谷玉井 新座片山 新座片山

Ｔ．Ｏ Ｔ．Ｏ

① 9:30 北 本 小川レインボー 毛呂山 影森 影森 ① 9:30 ソニック・キッズ 横 瀬 久那 はやぶさ はやぶさ

② 10:40 熊谷玉井 毛呂山シトロンズ 北本 小川 小川 ② 10:40 深 谷
久那

リバースターズ
ソニック 横瀬 横瀬

③ 11:50 影 森 北 本 熊谷玉井 毛呂山 毛呂山 ③ 11:50 はやぶさ ソニック・キッズ 深谷 久那 久那

④ 13:00 小川レインボー 熊谷玉井 影森 北本 北本 ④ 13:00 横 瀬 深 谷 はやぶさ ソニック ソニック

⑤ 14:10 毛呂山シトロンズ 影 森 小川 熊谷玉井 熊谷玉井 ⑤ 14:10
久那

リバースターズ
はやぶさ 横瀬 深谷 深谷

Ｇコート 秩父市立影森小学校体育館 Ｈコート 横瀬町スポーツ交流館　（横瀬町立横瀬小学校体育館）

開 始 対 戦 審 判 開 始 対 戦 審 判

Ｅコート 秩父市立原谷小学校体育館 Ｆコート 秩父市立秩父第一小学校体育館

開 始 対 戦 審 判 開 始 対 戦 審 判

23rd Summer Camp in CHICHIBU
３日目　　【８月１２日（日）】



Ｔ．Ｏ Ｔ．Ｏ

① 9:30 北本ベアーズ 高萩エンジェルス 国・花 Ｇ・レＢ 国・花 ① 9:30 幡 羅 長 瀞 新明 高松 高松

② 10:40 Ｇ・レジェンドＢ 熊谷サクラメイツ ベアーズ 高萩 ベアーズ ② 10:40 新座片山 新 明 幡羅 長瀞 長瀞

③ 11:50 高萩エンジェルス 国神・花の木 Ｇ・レＢ ｻｸﾗﾒｲﾂ Ｇ・レＢ ③ 11:50 高 松 幡 羅 新座片山 新明 新明

④ 13:00 熊谷サクラメイツ 北本ベアーズ 高萩 国・花 高萩 ④ 13:00 長 瀞 新座片山 高松 幡羅 幡羅

⑤ 14:10 国神・花の木 Ｇ・レジェンドＢ ｻｸﾗﾒｲﾂ ベアーズ ｻｸﾗﾒｲﾂ ⑤ 14:10 新 明 高 松 長瀞 新座片山 新座片山

Ｔ．Ｏ

① 9:30 高 松 長 瀞 竜の子 妻沼 妻沼

② 10:35 行田長野 竜の子 高 松 長瀞 長瀞

③ 11:40
妻沼

ブラッサムズ
高 松 行田長野 竜の子 竜の子

④ 12:45 長 瀞 行田長野 妻沼 高 松 高 松

⑤ 13:50 竜の子
妻沼

ブラッサムズ
長瀞 行田長野 行田長野

Ｋコート 秩父市吉田取方運動公園体育館

開 始 対 戦 審 判

開 始 対 戦 審 判 開 始 対 戦 審 判

23rd Summer Camp in CHICHIBU
３日目　　【８月１２日（日）】

Ｉコート 皆野町立皆野小学校体育館 Ｊコート 長瀞町立長瀞第一小学校体育館


