
第１日目 平成２９年　　７月　８日（土）　　　高崎アリーナ　（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）

　 第１試合 10:00 第２試合 11:30 第３試合 13:00 第４試合 14:30 　

　 男子　２部　Ａ×Ｂ 女子　２部　Ａ×Ｂ 　男子　３部　Ａ×Ｂ 男子　４部　Ａ×Ｂ 　

群馬町クラブＡ 群馬大学 殖蓮籠友会 Ｉ.Ｂ.Ｃ

　 ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ 　

群馬町クラブＢ 群馬教員女子クラブ 高崎経済大学 ＴＲＡＩＬ　ＨＥＡＤ

Ｔ・Ｏ / 得点 群馬大（女子） / 群馬教員女子 群馬町Ａ/群馬町Ｂ Ｉ.Ｂ.Ｃ　/　TRAILｌHEAD
殖蓮籠友会/高経大（男

子）

男子　２部　Ｃ×Ｄ 女子　２部　Ｃ×Ｄ 男子　４部　Ｃ×Ｄ 男子３部　Ｃ×Ｄ

群馬大学 群馬町クラブ 群銀マジック 上武大学⑤

　 ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ 　

ＢＲＡＶＥＳ 上武大学 ＢＡＤ　ＢＯＹＳ 吾妻クラブ

Ｔ・Ｏ / 得点 群馬町クラブ/上武大学 群馬大（男子）/BRAVES 上武大⑤/吾妻クラブ 群銀マジック/BADBOYS

　 男子　２部　Ｅ×Ｆ 女子　３部　Ａ×Ｂ 男子　４部　Ｅ×Ｆ シニア決勝戦 　

上武大学② 殖蓮籠友会 前橋一番会 高崎マスターズ

　 ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ 　

上武大学③ ＳＡＬＵＤ 吾妻マスターズ Ｄ１勝者

Ｔ・Ｏ / 得点 殖蓮籠友会　/　ＳＡＬＵＤ 上武大②/上武大③ 高崎マスターズ/Ｄ１勝者
前橋一番会/吾妻マスター

ズ

シニア予選 女子　３部　Ｃ×Ｄ 男子　３部　Ｅ×Ｆ

栗工シニア 高崎経済大学 上武大学④

　 ＶＳ ＶＳ ＶＳ 　

前橋一番会(シニア） ＴＯＭＢＯＹ 栗工クラブ

Ｔ・Ｏ / 得点 上武大学④ / 栗工クラブ
栗工シニア/

前橋一番会(シニア）
高経大(女子）/TOMBOY

第２日目 平成２９年　　７月　９日（日）　　　高崎市群馬体育館　（Ａ・Ｂ）

第１試合 9:30 第２試合 11:00 第３試合 12:30 第４試合 14:00

男子　２部　Ａ×Ｃ 男子　３部　Ｅ×Ｇ 男子　４部　Ａ×Ｃ 男子　３部　Ａ×Ｃ

群馬町クラブＡ 上武大学④ Ｉ.Ｂ.Ｃ 殖蓮籠友会

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

群馬大学 高松クラブ 群銀マジック 吾妻クラブ

Ｔ・Ｏ / 得点 高松クラブ/上武大④ 群馬大学(男子）/群馬町Ａ 吾妻クラブ/殖蓮籠友会（男子） Ｉ.Ｂ．Ｃ/群銀マジック

男子　２部　Ｂ×Ｄ 男子　３部　Ｂ×Ｄ 男子　４部　Ｂ×Ｄ

群馬町クラブＢ 高崎経済大学 ＴＲＡＩＬ　ＨＥＡＤ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

ＢＲＡＶＥＳ 上武大学⑤ ＢＡＤ　ＢＯＹＳ

Ｔ・Ｏ / 得点 TRAILHEAD/ＢＡＤＢＯＹＳ 群馬町Ｂ/BRAVES 高経大(男子）/上武大⑤

第３日目 平成２９年　　７月２３日（日）　　　あずま体育館　（Ａ・Ｂ）

第１試合 9:30 第２試合 11:00 第３試合 12:30 第４試合 14:00

男子　２部　Ｅ×Ｇ 男子　３部　Ｂ×Ｅ 男子　４部　Ａ×Ｆ 男子　３部　Ａ×Ｇ

上武大学② 高崎経済大学 Ｉ.Ｂ.Ｃ 殖蓮籠友会

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

オール桐生 上武大学④ 吾妻マスターズ 高松クラブ

Ｔ・Ｏ / 得点 高崎経済大学 / 上武大学④ オール桐生/上武大② 殖蓮籠友会（男子）/高松クラブ 吾妻マスターズ/Ｉ.Ｂ.Ｃ

男子　２部　Ｃ×Ｆ 男子　３部　Ｃ×Ｆ 男子　４部　Ｂ×Ｅ

群馬大学 吾妻クラブ ＴＲＡＩＬ　ＨＥＡＤ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

上武大学③ 栗工クラブ 前橋一番会

Ｔ・Ｏ / 得点 TRAILHEAD/前橋一番会
上武大③/群馬大(男

子）
栗工クラブ/吾妻クラブ

平成２９年度　群馬県社会人バスケットボールリーグ（男子２～４部・女子２～３部）
(関東シニア選手権大会群馬県予選会組み合わせも併記）

Ａコート

Ｂコート

Ｃコート

Ｄコート

Ａコート

Ｂコート

Ａコート

Ｂコート



第４日目 平成２９年　　７月２９日（土）　　　高崎市群馬体育館　（Ａ・Ｂ）
第１試合　9：30 第２試合　11：00 第３試合　12：30 第４試合　14：00 第５試合　15：30

国体成年女子 国体成年女子 国体成年女子 国体成年女子 男子　２部　Ｇ×Ｃ

オール桐生

ＶＳ

群馬大学

Ｔ・Ｏ / 得点 高松クラブ（ＴＯ・点付）

国体成年女子 国体成年女子 国体成年女子 男子　３部　Ｇ×Ｄ 男子　４部　Ｆ×Ｃ

高松クラブ 吾妻マスターズ

ＶＳ ＶＳ

上武大学⑤ 群銀マジック
Ｔ・Ｏ / 得点

吾妻マスターズ/群銀マ
ジック

上武大学⑤（ＴＯ・点付）

第５日目 平成２９年　　７月３０日（日）　　　高崎アリーナ　（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）
第１試合　10：00 第２試合　11：30 第３試合　13：00 第４試合　14：30 第５試合　16：00

女子　２部　Ａ×Ｃ 女子　３部　Ａ×Ｃ 男子　２部　Ｂ×Ｆ 男子　４部　Ｄ×Ｅ 男子　３部　Ｃ×Ｅ

群馬大学 殖蓮籠友会 群馬町クラブＢ ＢＡＤ　ＢＯＹＳ 吾妻クラブ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

群馬町クラブ 高崎経済大学 上武大学③ 前橋一番会 上武大学④

Ｔ・Ｏ / 得点 殖蓮籠友会(女子）/高経大(女子） 群馬町クラブ/群馬大（女子） 吾妻クラブ/上武大④ 上武大③/群馬町Ｂ BADBOYS（ＴＯ・点付）

　 女子　２部　Ｂ×Ｄ 女子　３部　Ｂ×Ｄ 男子　２部　Ａ×Ｇ 男子　２部　Ｃ×Ｅ 男子　４部　Ｂ×Ｆ

群馬教員女子クラブ ＳＡＬＵＤ 群馬町クラブＡ 群馬大学 ＴＲＡＩＬ　ＨＥＡＤ

　 ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

上武大学 ＴＯＭＢＯＹ オール桐生 上武大学② 吾妻マスターズ

Ｔ・Ｏ / 得点 SALUD/TOMBOY 群馬教員女子/上武大 TRAILHEAD/吾妻マスターズ群馬町Ａ/オール桐生 前橋一番会（ＴＯ・点付）

国体成年女子 国体成年女子 国体成年女子 国体成年女子 男子　３部　Ｄ×Ｆ

上武大学⑤

　 ＶＳ

栗工クラブ

Ｔ・Ｏ / 得点 群馬大(男子）（ＴＯ・点付）

　 国体成年女子 国体成年女子 国体成年女子 国体成年女子 男子　３部　Ｂ×Ｇ

高崎経済大学

　 ＶＳ

高松クラブ

Ｔ・Ｏ / 得点 上武大②（ＴＯ・点付）

第６日目 平成２９年　　９月　３日（日）　　　あずま体育館　（Ａ・Ｂ）
第１試合 １０：００ 第２試合 11:30 第３試合 13：00

男子　３部　Ｅ×Ａ 男子　２部　Ｄ×Ｅ 男子　４部　Ｃ×Ｂ

上武大学④ ＢＲＡＶＥＳ 群銀マジック

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

殖蓮籠友会 上武大学② ＴRAIL HEAD

Ｔ・Ｏ / 得点 群銀マジック/TRAILHEAD
上武大④/

殖蓮籠友会(男子） BRAVES/上武大②

男子　３部　Ｇ×Ｆ 男子　２部　Ｆ×Ｇ 男子　４部　Ｄ×Ａ

高松クラブ 上武大学③ ＢＡＤ　ＢＯＹＳ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

栗工クラブ オール桐生 Ｉ.Ｂ.Ｃ

Ｔ・Ｏ / 得点 ＢＡＤＢＯＹＳ  / Ｉ.Ｂ.Ｃ 栗工クラブ/高松クラブ オール桐生/上武大③

平成２９年度　群馬県社会人バスケットボールリーグ（男子２～４部・女子２～３部）
平成２９年度　国体成年女子強化練習会

Ｂコート

Ｃコート

Ｄコート

Ａコート

Ｂコート

◎国体関係の開始時間は国体関係に任せる

Ａコート

Ｂコート

Ａコート



第７日目 平成２９年　　９月２３日（土）　　　高崎市群馬体育館　（Ａ・Ｂ）
第１試合 １０：００ 第２試合 11:30 第３試合 13：00

男子　２部　Ｅ×Ａ 男子　３部　Ｇ×Ｃ 男子　４部　Ｅ×Ｃ

上武大学② 高松クラブ 前橋一番会

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

群馬町クラブＡ 吾妻クラブ 群銀マジック

Ｔ・Ｏ / 得点 前橋一番会/群銀マジック 上武大②/群馬町Ａ 高松クラブ/吾妻クラブ

男子　２部　Ｃ×Ｂ 男子　３部　Ｆ×Ｂ 男子　２部　Ｆ×Ｄ

群馬大学 栗工クラブ 上武大学③

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

群馬町クラブＢ 高崎経済大学 ＢＲＡＶＥＳ

Ｔ・Ｏ / 得点 ＢＲＡＶＥＳ/上武大③ 群馬町Ｂ/群馬大(男子） 高経大(男子)/栗工クラブ

第8日目 平成２９年　　９月２４日（日）　　　高崎市群馬体育館　（Ａ・Ｂ）

第１試合 9:30 第２試合 11:00 第３試合 12:30 第４試合 14:00

女子　２部　Ｄ×Ａ 男子　４部　Ｂ×Ｄ 女子　３部　Ｄ×Ａ 男子　２部　Ｄ×Ａ

上武大学 吾妻マスターズ ＴＯＭＢＯＹ オール桐生

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

群馬大学 ＢＡＤ　ＢＯＹＳ 殖蓮籠友会 群馬町クラブＢ

Ｔ・Ｏ  ＢＡＤ　ＢＯＹＳ/吾妻マスターズ 上武大/群馬大(女子） 群馬町Ｂ/オール桐生 TOMBOY/殖蓮籠友会(女子）

　 女子　２部　Ｃ×Ｂ 男子　４部　Ｅ×Ａ 女子　３部　Ｃ×Ｂ 男子　２部　Ｄ×Ａ 　

群馬町クラブ 前橋一番会 高崎経済大学 ＢＲＡＶＥＳ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

　 群馬教員女子クラブ Ｉ.Ｂ.Ｃ ＳＡＬＵＤ 群馬町クラブＡ 　

Ｔ・Ｏ Ｉ.Ｂ.Ｃ　/　前橋一番会
群馬教員女子/群馬町

ク
ＢＲＡＶＥＳ/群馬町Ａ 高経大(女子）/ＳＡＬＵＤ

第9日目 平成２９年　　１１月２６日（日）　　　宮城体育館　（Ａ・Ｂ）

第１試合 10:00 第２試合 11:30 第３試合 13:00

男子　２部　Ｆ×Ａ 男子　３部　Ａ×Ｇ 男子　２部　Ｅ×Ｂ

上武大学③ 殖蓮籠友会 上武大学②

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

群馬町クラブＡ 栗工クラブ 群馬町クラブＢ

Ｔ・Ｏ 上武大②/群馬町Ｂ 上武大③/群馬町Ａ 殖蓮籠友会(男子）/栗工クラブ

　 男子　２部　Ｇ×Ｄ 男子　３部　Ｄ×Ｅ 男子　３部　Ｃ×Ｂ 　

オール桐生 上武大学⑤ 吾妻クラブ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

　 ＢＲＡＶＥＳ 上武大学④ 高崎経済大学 　

Ｔ・Ｏ 吾妻クラブ/高経大(男子）
オール桐生/ＢＲＡＶＥ

Ｓ
上武大④/上武大⑤

Ｂコート

Ａコート

Ｂコート

Ａコート

Ｂコート

Ａコート


