
第 1日目

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4部　G-A 男子4部　C-E 男子3部　F-B 男子2部　F-A

Ｔ－ＵＮＩＴＹ 吾妻マスターズ Ｉ．Ｂ．Ｃ 群馬町クラブＢ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

前橋一番会 OHANA 栗工クラブ 大間々グリーンモンスターズ

Ｔ・Ｏ / 得点 I.B.C　/　栗工クラブ 群馬町クラブB/大間々ＧＭ T-UNITY　/　前橋一番会 吾妻マスターズ　/　OHANA

男子4部　B-F 男子4部　A-G 男子3部　C-E 男子2部　B-D

TRAIL　HEAD 吾妻クラブ 上武大学B3 上武大学B1

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

梅沢キャッアイ 群銀マジック 高松クラブ BRAVES

Ｔ・Ｏ / 得点 上武大学B3 / 高松クラブ 上武大学B1 /　BRAVES TRAIL HEAD　/　梅沢キャッアイ 吾妻クラブ　/　群銀マジック

第 1日目

第１試合　10：00 第２試合　11：30 第３試合　13：00

女子3部B　D-A 女子3部　B-C 女子2部　D-A

SHOWMAN With SALUD

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

ＧＴＡ MMC 上武大学

Ｔ・Ｏ / 得点 SALUD　/　上武大学 SHOWMAN　/　ＧＴＡ With /   MMC

女子3部A　A-E 女子3部A　D-B 女子2部　B-C

高崎クラブ 伊勢崎クラブ TOMBOY

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

高崎経済大学 ＪＯＫＥＲ 殖蓮籠友会

Ｔ・Ｏ / 得点 TOMBOY　/　殖蓮籠友会 高崎クラブ　/高崎経済大 伊勢崎クラブ　/　ＪＯＫＥＲ

平成　30年　6月　16日　(土） 会場：高崎市群馬体育館

平成　30年　6月　16日　(土） 会場：伊勢崎第2体育館

Ａコート

Ｂコート

Cコート

Dコート



第 2日目

第１試合　10：00 第２試合　11：30 第３試合　13：00

男子4部　D-A 男子３部　D-A 男子２部　E-C

Wonder 殖蓮籠友会 上武大学B2

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

前橋一番会 吾妻クラブ オール桐生

Ｔ・Ｏ / 得点 上武大学B2　/　オール桐生 Wonder　/　前橋一番会 殖蓮籠友会　/　吾妻クラブ

男子4部　G-B 男子３部　E-F 女子３部A　C-E

Ｔ－ＵＮＩＴＹ 高松クラブ クラブ太田

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

TRAIL　HEAD I.B.C 高崎クラブ

Ｔ・Ｏ / 得点 クラブ太田　/　高崎クラブ Ｔ-ＵＮＩＴＹ　/　TRAIL　HEAD 高松クラブ　/　I.B.C

第 3日目

第１試合　10：00 第２試合　11：30 第３試合　13：00

男子４部　F-C 男子３部　B-E 男子２部　E-A

梅沢キャッアイ 栗工クラブ 上武大学B2

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

吾妻マスターズ 高松クラブ 大間々グリーンモンスターズ

Ｔ・Ｏ / 得点 上武大学B2　/　大間々GM 梅沢キャッアイ/吾妻マスターズ 栗工クラブ　/　高松クラブ

男子４部　D-E 男子３部　G-C 男子2部　F-B

Wonder 群銀マジック 群馬町クラブB

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

OHANA 上武大学B3 上武大学B1

Ｔ・Ｏ / 得点 群馬町クラブB　/　上武大学B1 Wonder　/　OHANA 群銀マジック/上武大学Ｂ３

平成　30年　6月　23日　(土） 会場：高崎市群馬体育館

Ｂコート

Ａコート

Ｂコート

平成　30年　6月　24日　(日） 会場：高崎市群馬体育館

Ａコート



第 4日目

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4部　A-C 男子4部　F-D 男子3部　E-A

前橋一番会 梅沢キャッアイ 高松クラブ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

吾妻マスターズ Wonder 吾妻クラブ

Ｔ・Ｏ / 得点 高松クラブ　/　吾妻クラブ 前橋一番会　/　吾妻マスターズ 梅沢キャッアイ　/　Wonder 第４試合　14：30

男子4部　E-B 男子3部　G-D 男子3部　B-C 男子2部　C-D

ＯＨＡＮＡ 群銀マジック 栗工クラブ オール桐生

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

TRAIL　HEAD 殖蓮籠友会 上武大学B3 BRAVES

Ｔ・Ｏ / 得点 栗工クラブ　/　上武大学B3 オール桐生　/　BRAVES ＯＨＡＮＡ　/　TRAIL　HEAD 群銀マジック　/　殖蓮籠友会

第 5日目

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

女子3部B　C-A 女子3部A　B-E 男子4部　C-G 男子4部　B-D

MMC JOKER 吾妻マスターズ TRAIL HEAD

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

ＧＴＡ 高崎クラブ T-UNITY Wonder

Ｔ・Ｏ / 得点 吾妻マスターズ　/　T-UNITY TRAIL　HEAD　/　Wonder MMC　/　ＧＴＡ JOKER　/　高崎クラブ

女子3部B　D-B 女子3部A　D-C 男子4部　A-E 男子3部　F-G

SHOWMAN 伊勢崎クラブ 前橋一番会　 I.B.C

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

Ｗｉｔｈ クラブ太田 OHANA 群銀マジック　

Ｔ・Ｏ / 得点 前橋一番会　/　OHANA I.B.C　/　群銀マジック SHOWMAN　/　Ｗｉｔｈ 伊勢崎クラブ　/　クラブ太田

平成　30年　8月　5日　(日） 会場：宮城体育館

Dコート

Eコート

Cコート
―

平成　30年　7月　8日　(日） 会場：伊勢崎第2体育館

Fコート



第 6日目

第１試合　10：00 第２試合　11：30 第３試合　13：00

男子4部　E-G 男子4部　A-B 男子3部　D-F

OHANA 前橋一番会　 殖蓮籠友会　

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

T-UNITY TRAIL HEAD I.B.C

Ｔ・Ｏ / 得点 殖蓮籠友会　/　I.B.C OHANA　/　T-UNITY 前橋一番会　/　TRAIL HEAD

男子4部　C-D 男子3部　B-G　 女子2部　C-D

吾妻マスターズ 栗工クラブ 殖蓮籠友会　

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

Wonder 群銀マジック SALUD

Ｔ・Ｏ / 得点 殖蓮籠友会　/　SALUD 吾妻マスターズ　/　Wonder 栗工クラブ　/　群銀マジック

第 7日目

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

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

高崎経済大学 GTA　 Wonder 上武大学B3 大間々グリーンモンスターズ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

伊勢崎クラブ With T-UNITY I.B.C オール桐生　

Ｔ・Ｏ / 得点 Wonder　/　T-UNITY 高崎経済大学　/　伊勢崎クラブ GTA　/　With 大間々GM　/　オール桐生 上武大学B3　/　I.B.C

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

JOKER MMC OHANA 高松クラブ BRAVES

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

クラブ太田　 SHOWMAN 梅沢キャッアイ　 殖蓮籠友会　 群馬町クラブB

Ｔ・Ｏ / 得点 OHANA　/　梅沢キャッアイ JOKER　/　クラブ太田 MMC　/　SHOWMAN　 BRAVES　/　群馬町クラブB 高松クラブ　/　殖蓮籠友会　

平成　30年　8月　12日　(日） 会場：宮城体育館

平成　30年　9月　2日　(日） 会場：高崎市群馬体育館

Eコート

Fコート

Ａコート

Ｂコート



第 8日目

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

女子3部A　C-A 男子4部　B-C 男子３部　A-C 男子２部　C-B

クラブ太田 TRAIL HEAD 吾妻クラブ オール桐生

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

高崎経済大学 吾妻マスターズ　 上武大学B3 上武大学B1

Ｔ・Ｏ / 得点 吾妻クラブ　/　上武大学B3 オール桐生　/　上武大学B1 クラブ太田　/　高崎経済大学 TRAIL HEAD　/　吾妻マスターズ

女子3部A　E-D 男子4部　F-A 男子３部　D-B 男子２部　E-F

高崎クラブ 梅沢キャッアイ 殖蓮籠友会　 上武大学B2

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

伊勢崎クラブ 前橋一番会　 栗工クラブ 群馬町クラブＢ

Ｔ・Ｏ / 得点 殖蓮籠友会　/　栗工クラブ 上武大学B2　/　群馬町クラブＢ 高崎クラブ　/　伊勢崎クラブ 梅沢キャッアイ　/　前橋一番会

第 9日目

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4部　G-F 男子3部　A-B　 男子1部　D-E

T-UNITY 吾妻クラブ 群馬教員

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

梅沢キャッアイ 栗工クラブ 前橋クラブ

Ｔ・Ｏ / 得点 群馬教員　/　前橋クラブ T-UNITY　/　梅沢キャッアイ 吾妻クラブ　/　栗工クラブ

男子4部　G-E 男子３部　C-D 男子1部　B-C 男子1部　F-A

群銀マジック 上武大学B3 ROYALS 群馬町クラブＡ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

高松クラブ　 殖蓮籠友会 上武大学A ALSOK　GUNMA　CLUB

Ｔ・Ｏ / 得点 ROYALS　/　上武大学A 群馬町クラブA　/　ＡＬＳＯＫ 群銀マジック　/　高松クラブ 上武大学B3　/　殖蓮籠友会

平成　30年　9月　9日　(日） 会場：高崎市群馬体育館

平成　30年　9月　29日　(土） 会場：伊勢崎第2体育館

Ａコート

Ｂコート

Cコート
―

Dコート



第 10日目

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

女子3部A　A-B 女子2部　D-B 女子1部　D-A 男子1部　D-B

高崎経済大学 SALUD 群馬町クラブ 群馬教員

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

JOKER TOMBOY 富士スバル ＲＯＹＡＬＳ

Ｔ・Ｏ / 得点 群馬町クラブ　/　富士スバル 群馬教員　/　ＲＯＹＡＬＳ 高崎経済大学　/　JOKER SALUD　/　TOMBOY

女子2部　C-A 女子1部　C-B 男子1部　C-F 男子1部　E-A

殖蓮籠友会　 群馬教員女子クラブ 上武大学A 前橋クラブ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

上武大学 Ｃｏｒｋｙ 群馬町クラブA ALSOK　GUNMA　CLUB

Ｔ・Ｏ / 得点 群馬町クラブA　/　上武大学A 前橋クラブ　/　ＡＬＳＯＫ 殖蓮籠友会　/　上武大学 群馬教員女子　/　Ｃｏｒｋｙ

第 11日目

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3部　F-A 男子2部　D-A 女子1部　C-A 男子1部　E-C

I.B.C BRAVES 群馬教員女子クラブ 前橋クラブ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

吾妻クラブ 大間々グリーンモンスターズ 富士スバル 上武大学A

Ｔ・Ｏ / 得点 群馬教員女子　/　富士スバル 前橋クラブ　/　上武大学A I.B.C　/　吾妻クラブ BRAVES　/　大間々GM

男子2部　B-E 女子1部　D-B 男子1部　F-B 男子1部　D-A

上武大学B1 群馬町クラブ 群馬町クラブA 群馬教員

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

上武大学B2 Coｒky ROYALS ALSOK　GUNMA　CLUB

Ｔ・Ｏ / 得点 群馬町クラブA　/　ROYALS 群馬教員　/　ALSOK 上武大学B1　/　上武大学B2 群馬町クラブ　/　Corky

平成　30年　10月　14日　(日） 会場：伊勢崎あずま体育館

平成　30年　9月　30日　(日） 会場：伊勢崎第2体育館

Cコート

Dコート

Gコート

Hコート



女子3部順位決定戦

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

3部A　4位 3部A　3位 3部A　2位 3部A　1位

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

3部B　4位 3部B　3位 3部B　2位 3部B　1位

Ｔ・Ｏ / 得点 3部A2位　/　3部B2位 3部A1位　/　3部B1位 3部A4位　/　3部B4位 3部A3位　/　3部B3位

第 12日目

第１試合　10：00 第２試合　11：30 第３試合　13：00

男子2部　F-C 男子1部　F-D 男子1部　A-C

群馬町クラブB　 群馬町クラブＡ ALSOK　GUNMA　CLUB

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

オール桐生 群馬教員 上武大学A

Ｔ・Ｏ / 得点 ALSOK　/　上武大学A 群馬町クラブB　/　オール桐生 群馬町クラブA　/　群馬教員

男子2部　D-E 男子1部　B-E 女子2部　A-B

BRAVES ROYALS 上武大学

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

上武大学B2 前橋クラブ TOMBOY

Ｔ・Ｏ / 得点 TOMBOY　/　上武大学 BRAVES　/　上武大学B2 ROYALS　/　前橋クラブ

平成　30年　11月　17日　(土） 会場：高崎市群馬体育館

平成　30年　11月　18日　(日） 会場：高崎市群馬体育館

Ａコート

Ａコート

Ｂコート



第 13日目

第１試合　10：00 第２試合　11：30 第３試合　13：00

男子2部　A-B 男子1部　E-F 男子1部　A-B

大間々グリーンモンスターズ 前橋クラブ ALSOK　GUNMA　CLUB

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

上武大学B1 群馬町クラブA ROYALS

Ｔ・Ｏ / 得点 ALSOK　/　ROYALS 大間々GM　/　上武大学B1 前橋クラブ　/　群馬町クラブA

女子1部　C-D 女子1部　A-B 男子1部　C-D

群馬教員女子クラブ 富士スバル 上武大学A

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

群馬町クラブ Coｒky 群馬教員

Ｔ・Ｏ / 得点 上武大学A　/　群馬教員 群馬教員女子/群馬町クラブ 富士スバル　/　Corky

平成　30年　11月　25日　(日） 会場：高崎市群馬体育館

Ａコート

Ｂコート

第3試合終了後、男女各部表彰式

各部の優勝チームは
１４：００までにお集まりください。


	H30年度

