
2022(令和4)年度 第6回 群⾺県社会⼈バスケットボールリーグ 組み合わせ・TO割り当て (2022-07-29)

第１試合 ９：００ 第２試合　１０：４５ 第３試合　１２：３０

検温・受付８：１５～８：４５ １０：００～１０：３０ １１：４５～１２：１５

男子シニア　：　Ｂ－Ｄ 女子３部　：　Ｄ－Ｅ 男子２部　：　Ｂ－Ｃ

吾妻マスターズ ＭＭＣ 上武大学Ｂ１

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

高崎マスターズシニア クラブ太田 上武大学Ｂ２

Ｔ・Ｏ / 得点 上武大学Ｂ１/」上武大学Ｂ2 吾妻マスターズ/高崎ﾏｽﾀｰｽﾞ MMC/クラブ太田

第１試合 ９：５０ 第２試合　１１：３５ 第３試合　１３：２０

検温・受付９：０５～９：３５ １０：５０～１１：２０ １２：３５～１３：０５

男子シニア　：　Ｃ－Ｅ 男子３部　：　Ｆ－Ａ 男子３部　：　Ｂ－Ｃ

富岡ユニティーシニア ＷＩＺＡＲＤ 栗工クラブ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

GUNMA　TOWN 殖蓮籠友会 MINAKAMI　TOWN

Ｔ・Ｏ / 得点 栗工クラブ/MINAKAMI TOWNN 富岡ﾕﾆﾃｨｰｼﾆｱ/GUNMA TOWN WIZARD/殖蓮籠友会

第１試合 ９：００ 第２試合　１０：４５ 第３試合　１２：３０ 第４試合　１４：１５

検温・受付８：１５～８：４５ １０：００～１０：３０ １１：４５～１２：１５ １３：３０～１４：００

男子２部　：　Ｆ－Ａ 女子２部　：　Ｄ－Ｅ 女子２部　：　Ｆ－Ａ 女子２部　：　Ｂ－Ｃ

上武大学Ｃ１ 高崎健康福祉大学 殖蓮籠友会 上武大学Ｂ１

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

群馬教員 ＵＮＩＴＹＳＴＡＲＳ 群馬町クラブ ＧＴＡ

Ｔ・Ｏ / 得点 高崎健康福祉大学/UNITYSTARS 上武大学Ｃ１/群馬教員 上武大学Ｂ１/ＧＴＡ 殖蓮籠友会/群馬町クラブ

第１試合 ９：５０ 第２試合　１１：３５ 第３試合　１３：２０

検温・受付９：０５～９：３５ １０：５０～１１：２０ １２：３５～１３：０５

男子４部　：　Ａ－Ｃ 男子３部　：　Ｄ－Ｅ 女子３部　：　Ｆ－Ａ

高松ｸﾗﾌﾞ SUBARUイーグルス Ｗｉｔｈ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

上武大学Ｃ２ 吾妻クラブ 高崎経済大学

Ｔ・Ｏ / 得点 Ｗｉｔｈ/高崎経済大学 高松クラブ/上武大学Ｃ２ SUBARUイーグルス/吾妻クラブ

【第２節】　令和４年５月２９日（土）　　前橋市宮城体育館
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競技時間：８－②－８　ﾊｰﾌ⑤　８－②－８　　

上段記載チームのベンチは、ＴＯに向かって右側とし、ユニフォームは淡色とする。

【第１節】　令和４年５月２８日（土）　１試合棄権・繰上げ　　前橋市宮城体育館
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2022(令和4)年度 第6回 群⾺県社会⼈バスケットボールリーグ 組み合わせ・TO割り当て (2022-07-29)

競技時間：８－②－８　ﾊｰﾌ⑤　８－②－８　　

上段記載チームのベンチは、ＴＯに向かって右側とし、ユニフォームは淡色とする。

第１試合 ９：００ 第２試合　１０：４５ 第３試合　１２：３０ 第４試合　１４：１５

検温・受付８：１５～８：４５ １０：００～１０：３０ １１：４５～１２：１５ １３：３０～１４：００

男子２部　：　Ｄ－Ｅ 男子１部　：　Ｄ－Ｅ 男子１部　：　Ｂ－Ｃ 男子１部　：　Ｆ－Ａ

オール桐生 群馬町クラブＡ ＲＯＹＡＬＳ 群馬町クラブＢ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

ＺＥＲＯ ＧＲＩＦＦＩＮ ＢＲＡＶＥＳ ＯＨＡＮＡ

Ｔ・Ｏ / 得点 群馬町クラブA/GRIFFIN オール桐生/ＺＥＲＯ 群馬町クラブB/ＯＨＡＮＡ ＲＯＹＡＬＳ/ＢＲＡＶＥＳ

第１試合 ９：５０ 第２試合　１１：３５ 第３試合　１３：２０

検温・受付９：０５～９：３５ １０：５０～１１：２０ １２：３５～１３：０５

女子１部　：　Ｄ－Ｅ 女子１部　：　Ｂ－Ｃ 女子１部　：　Ｆ－Ａ

Ｃｏｒｋｙ 桐花クラブ 上武大学Ｂ２

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

ＳＷＩＭＭＹ 群馬教員女子クラブ 富士スバル

Ｔ・Ｏ / 得点 上武大学Ｂ２/富士スバル Corky/SWIMMY 桐花クラブ/群馬教員女子

第１試合 ９：００ 第２試合　１０：４５ 第３試合　１２：３０ 第４試合　１４：１５

検温・受付８：１５～８：４５ １０：００～１０：３０ １１：４５～１２：１５ １３：３０～１４：００

男子３部　：　Ｆ－Ｃ 男子３部　：　Ｅ－Ａ 男子２部　：　Ｅ－Ａ 男子１部　：　Ｄ－Ｂ

ＷＩＺＡＲＤ 吾妻クラブ ＺＥＲＯ 群馬町クラブＡ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

MINAKAMI  TOWN 殖蓮籠友会 群馬教員 ＲＯＹＡＬＳ　

Ｔ・Ｏ / 得点 吾妻クラブ/殖蓮籠友会 ＷＩＺＡＲＤ/MINAKAMI TOWN 群馬町クラブＡ/ROYALS ZERO/群馬教員

第１試合 ９：５０ 第２試合　１１：３５ 第３試合　１３：２０ 第４試合　１５：０５

検温・受付９：０５～９：３５ １０：５０～１１：２０ １２：３５～１３：０５ １４：２０～１４：５０

男子シニア　：　Ｄ－Ａ 男子４部　：　Ｃ－Ｂ 女子２部　：　Ｅ－Ａ 女子２部　：　Ｄ－Ｂ

高崎マスターズシニア 上武大学Ｃ２ ＵＮＩＴＹＳＴＡＲＳ 高崎健康福祉大学

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

前橋一番会シニア 高崎健康福祉大学 群馬町クラブ 上武大学Ｂ１

Ｔ・Ｏ / 得点 上武大学Ｃ２/高崎健康福祉大学 高崎マスターズ/前橋一番会シニア 高崎健康福祉大学/上武大学Ｂ１ UNITYSTARS/群馬町クラブ

【第３節】　令和４年５月２９日（日）　　高崎市群馬体育館
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【第４節】　令和４年６月１１日（土）　　前橋市宮城体育館
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2022(令和4)年度 第6回 群⾺県社会⼈バスケットボールリーグ 組み合わせ・TO割り当て (2022-07-29)

競技時間：８－②－８　ﾊｰﾌ⑤　８－②－８　　

上段記載チームのベンチは、ＴＯに向かって右側とし、ユニフォームは淡色とする。

第１試合 ９：００ 第２試合　１０：４５ 第３試合　１２：３０ 第４試合　１４：１５

検温・受付８：１５～８：４５ １０：００～１０：３０ １１：４５～１２：１５ １３：３０～１４：００

女子２部：　Ｆ－Ｃ 女子１部　：　Ｅ－Ａ 女子１部　：　Ｄ－Ｂ 女子１部　：　Ｆ－Ｃ

殖蓮籠友会 ＳＷＩＭＭＹ Ｃｏｒｋｙ 上武大学Ｂ２

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

ＧＴＡ 富士スバル 桐花クラブ 群馬教員女子クラブ

Ｔ・Ｏ / 得点 SWIMMY/富士スバル 殖蓮籠友会/ＧＴＡ 上武大学Ｂ２/群馬教員女子 Ｃｏｒｋｙ/桐花クラブ

第１試合 ９：５０ 第２試合　１１：３５ 第３試合　１３：２０ 第４試合　１５：０５

検温・受付９：０５～９：３５ １０：５０～１１：２０ １２：３５～１３：０５ １４：２０～１４：５０

男子シニア　：　Ｅ－Ｂ 男子２部　：　Ｆ－Ｃ 男子２部　：　Ｄ－Ｂ 男子１部　：　Ｆ－Ｃ

GUNMA　TOWN 上武大学Ｃ１ オール桐生 群馬町クラブＢ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

吾妻マスターズ 上武大学Ｂ２ 上武大学Ｂ１ ＢＲＡＶＥＳ

Ｔ・Ｏ / 得点 上武大学Ｃ１/上武大学Ｂ２ GUNNMA TOWN/吾妻マスターズ 群馬町クラブＢ/BRAVES オール桐生/上武大学Ｂ１

第１試合 ９：００ 第２試合　１０：４５ 第３試合　１２：３０ 第４試合　１４：１５

検温・受付８：１５～８：４５ １０：００～１０：３０ １１：４５～１２：１５ １３：３０～１４：００

女子３部　：　Ｃ－Ｅ 女子３部　：　Ｂ－Ｆ 女子３部　：　Ｄ-A 女子２部　：　Ｄ－Ａ

高崎クラブ 伊勢崎クラブ ＭＭＣ 高崎健康福祉大学

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

クラブ太田 Ｗｉｔｈ 高崎経済大学 群馬町クラブ

Ｔ・Ｏ / 得点 伊勢崎クラブ/Ｗｉｔｈ 高崎クラブ/クラブ太田 高崎健康福祉大学/群馬町クラブ ＭＭＣ/高崎経済大学

第１試合 ９：５０ 第２試合　１１：３５ 第３試合　１３：２０ 第４試合　１５：０５

検温・受付９：０５～９：３５ １０：５０～１１：２０ １２：３５～１３：０５ １４：２０～１４：５０

女子２部　：　Ｂ－Ｆ 男子４部　：　Ｂ－Ａ 男子３部　：　ＤーＢ 男子１部　：　Ｅ－Ａ

上武大学Ｂ１ 高崎健康福祉大学 SUBARUイーグルス ＧＲＩＦＦＩＮ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

殖蓮籠友会 高松ｸﾗﾌﾞ 栗工クラブ ＯＨＡＮＡ

Ｔ・Ｏ / 得点 高崎健康福祉大学/高松ｸﾗﾌﾞ 上武大学Ｂ１/殖蓮籠友会 ＧＲＩＦＦＩＮ/ＯＨＡＮＡ SUBARUイーグルス/栗工クラブ
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【第６節】　令和４年６月１９日（日）　　伊勢崎市あずま体育館
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【第５節】　令和４年６月１８日（土）　　前橋市宮城体育館 〔Ａ２→９／１１（B4）へ延期：繰上げ無し〕



2022(令和4)年度 第6回 群⾺県社会⼈バスケットボールリーグ 組み合わせ・TO割り当て (2022-07-29)

競技時間：８－②－８　ﾊｰﾌ⑤　８－②－８　　

上段記載チームのベンチは、ＴＯに向かって右側とし、ユニフォームは淡色とする。

A1予定［女子2部 GTA‐UNITY STARS］は11/27 A4へ延期

第１試合 ９：００ 第２試合　１０：４５ 第３試合　１２：３０ 第４試合　１４：１５

検温・受付８：１５～８：４５ １０：００～１０：３０ １１：４５～１２：１５ １３：３０～１４：００

男子３部　：　Ｃ－Ｅ 男子３部　：　Ｂ－Ｆ 男子シニア　：　Ａ－Ｃ 女子１部　：　Ｄ－Ａ

MINAKAMI  TOWN 栗工クラブ 前橋一番会シニア Ｃｏｒｋｙ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

吾妻クラブ ＷＩＺＡＲＤ 富岡ユニティーシニア 富士スバル

Ｔ・Ｏ / 得点 栗工クラブ/ＷＩＺＡＲＤ MINAKAMI/吾妻クラブ Ｃｏｒｋｙ/富士スバル 前橋一番会シニア/富岡ﾕﾆﾃｨｰｼﾆｱ

第１試合 ９：５０ 第２試合　１１：３５ 第３試合　１３：２０

検温・受付９：０５～９：３５ １０：５０～１１：２０ １２：３５～１３：０５ Ａ4→10/23　Ｂ4へ延期

女子１部　：　Ｃ－Ｅ 男子４部　：　Ｃ－Ａ 女子１部　：　Ｂ－Ｆ

群馬教員女子クラブ 上武大学Ｃ２ 桐花クラブ Ｂ２→10/23　Ａ４へ延期

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

ＳＷＩＭＭＹ 高松ｸﾗﾌﾞ 上武大学Ｂ２ B3→9/11　Ｂ4へ延期

Ｔ・Ｏ / 得点 桐花クラブ/上武大学Ｂ２ 群馬教員女子クラブ/ＳＷＩＭＭＹ 上武大学Ｃ２/高松クラブ

第１試合 ９：００ 第２試合　１０：４５ 第３試合　１２：３０ 第４試合　１４：１５

検温・受付８：１５～８：４５ １０：００～１０：３０ １１：４５～１２：１５ １３：３０～１４：００

男子１部　：　Ｄ－Ａ 男子３部　：　Ｄ－Ａ 男子１部　：　Ｂ－Ｆ 男子１部　：　Ｃ－Ｅ

群馬町クラブＡ SUBARUイーグルス ＲＯＹＡＬＳ ＢＲＡＶＥＳ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

ＯＨＡＮＡ 殖蓮籠友会 群馬町クラブＢ ＧＲＩＦＦＩＮ

Ｔ・Ｏ / 得点 SUBARUイーグルス/殖蓮籠友会 群馬町クラブA/OHANA ＢＲＡＶＥＳ/ＧＲＩＦＦＩＮ ＲＯＹＡＬＳ/群馬町クラブＢ

第１試合 ９：５０ 第２試合　１１：３５ 第３試合　１３：２０ 第４試合　１５：０５

検温・受付９：０５～９：３５ １０：５０～１１：２０ １２：３５～１３：０５ １４：２０～１４：５０

女子３部　：　Ｄ－Ｂ 男子シニア　：　Ｄ－Ｅ 女子３部　：　Ｅ－Ａ 女子３部　：　Ｆ－Ｃ

ＭＭＣ 高崎マスターズシニア クラブ太田 Ｗｉｔｈ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

伊勢崎クラブ GUNMA　TOWN 高崎経済大学 高崎クラブ

Ｔ・Ｏ / 得点 高崎ﾏｽﾀｰｽﾞ/GUNMA TOWN ＭＭＣ/伊勢崎クラブ Ｗｉｔｈ/高崎クラブ クラブ太田/高崎経済大学

【第７節】　令和４年７月２３日（土）　　高崎市群馬体育館
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【第８節】　令和４年７月２４日（日）　　高崎市群馬体育館
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2022(令和4)年度 第6回 群⾺県社会⼈バスケットボールリーグ 組み合わせ・TO割り当て (2022-07-29)

競技時間：８－②－８　ﾊｰﾌ⑤　８－②－８　　

上段記載チームのベンチは、ＴＯに向かって右側とし、ユニフォームは淡色とする。

試合開始 第１試合 ９：００ 第２試合　１０：４５ 第３試合　１２：３０ 第４試合　１４：１５

検温・受付 ８：１５～８：４５ １０：００～１０：３０ １１：４５～１２：１５ １３：３０～１４：００

男子２部　：　Ｂ－Ｆ 男子シニア　：　Ｂ－Ｃ 女子２部　：　Ａ－Ｃ 男子２部　：　Ｄ－Ａ

上武大学Ｂ１ 吾妻マスターズ 群馬町クラブ オール桐生

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

上武大学Ｃ１ 富岡ﾕﾆﾃｨｰシニア ＧＴＡ 群馬教員

Ｔ・Ｏ / 得点 吾妻マスターズ/富岡ユニティーシニア 上武大学Ｂ１/上武大学Ｃ１ オール桐生/群馬教員 群馬町クラブ/ＧＴＡ

試合開始 第１試合 ９：５０ 第２試合　１１：３５ 第３試合　１３：２０ 第４試合　１５：０５

検温・受付 ９：０５～９：３５ １０：５０～１１：２０ １２：３５～１３：０５ １４：２０～１４：５０

男子３部　：　Ｅ－Ｂ 男子シニア　：　Ｅ-A 男子３部　：　Ａ-C 男子４部　：　Ｂ－Ｃ

吾妻クラブ GUNMA  TOWN 殖蓮籠友会 高崎健康福祉大学

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

栗工クラブ 前橋一番会シニア MINAKAMI  TOWN 上武大学Ｃ２

Ｔ・Ｏ / 得点 GUNMA TOWN/前橋一番会シニア 吾妻クラブ/栗工クラブ 高崎健康福祉大学/上武大学Ｃ２ 殖蓮籠友会/MINAKAMI

試合開始 第１試合 ９：００ 第２試合　１０：４５ 第３試合　１２：３０ 第４試合　１４：１５

検温・受付 ８：１５～８：４５ １０：００～１０：３０ １１：４５～１２：１５ １３：３０～１４：００

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

高崎経済大学 クラブ太田 ＷＩＺＡＲＤ 上武大学Ｂ２

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

高崎クラブ 伊勢崎クラブ SUBARUイーグルス ＺＥＲＯ

Ｔ・Ｏ / 得点 クラブ太田/伊勢崎クラブ 高崎経済大学/高崎クラブ 上武大学Ｂ２/ＺＥＲＯ ＷＩＺＡＲＤ/SUBARUイーグルス

試合開始 第１試合 ９：５０ 第２試合　１１：３５ 第３試合　１３：２０ 第４試合　１５：０５

検温・受付 ９：０５～９：３５ １０：５０～１１：２０ １２：３５～１３：０５ １４：２０～１４：５０

女子２部　：　Ｅ－Ｂ 女子２部　：　Ｆ－Ｄ 女子１部　：　Ｅ－Ａ 女子１部　：　Ｂ－Ｆ

ＵＮＩＴＹＳＴＡＲＳ 殖蓮籠友会 ＳＷＩＭＭＹ 桐花クラブ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

上武大学Ｂ１ 高崎健康福祉大学 富士スバル 上武大学Ｂ２

Ｔ・Ｏ / 得点 殖蓮籠友会/高崎健康福祉大学 UNITYSTARS/上武大学Ｂ１ 桐花クラブ/上武大学Ｂ２ 富士スバル/SWIMMY

【第１０節】　令和４年９月１１日（日）　　高崎市群馬体育館

【第９節】　令和４年９月１０日（土）　　高崎市群馬体育館
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2022(令和4)年度 第6回 群⾺県社会⼈バスケットボールリーグ 組み合わせ・TO割り当て (2022-07-29)

競技時間：８－②－８　ﾊｰﾌ⑤　８－②－８　　

上段記載チームのベンチは、ＴＯに向かって右側とし、ユニフォームは淡色とする。

試合開始 第１試合 ９：３０ 第２試合　１１：１５ 第３試合　１３：００ 第４試合 １４：４５

検温・受付 ８：４５～９：１５ １０：３０～１１：００ １２：１５～１２：４５ １４：００～１４：３０

女子１部　：　Ａ－Ｃ 女子１部　：　Ｆ－Ｄ 男子シニア　：　Ｃ－Ｄ 女子３部　：　Ｆ－Ｄ

富士スバル 上武大学Ｂ２ 富岡ユニティーシニア Ｗｉｔｈ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

群馬教員女子クラブ Ｃｏｒｋｙ 高崎マスターズシニア ＭＭＣ

Ｔ・Ｏ / 得点 上武大学Ｂ２/Ｃｏｒｋｙ 富士スバル/群馬教員女子クラブ Ｗｉｔｈ/ＭＭＣ 富岡ユニティーシニア/高崎マスターズ

試合開始 第１試合 １０：２０ 第２試合　１２：０５ 第３試合　１３：５０

検温・受付 ９：３５～１０：０５ １１：２０～１１：５０ １３：０５～１３：３５

女子１部　：　Ｅ－Ｂ 男子４部　：　Ａ－Ｂ 男子シニア　：　Ａ－Ｂ

ＳＷＩＭＭＹ 高松ｸﾗﾌﾞ 前橋一番会シニア

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

桐花クラブ 高崎健康福祉大学 吾妻マスターズ

Ｔ・Ｏ / 得点 前橋一番会シニア/吾妻マスターズ ＳＷＩＭＭＹ/桐花クラブ 高松ｸﾗﾌﾞ/高崎健康福祉大学

試合開始 第１試合 ９：００ 第２試合　１０：４５ 第３試合　１２：３０ 第４試合　１４：１５

検温・受付 ８：１５～８：４５ １０：００～１０：３０ １１：４５～１２：１５ １３：３０～１４：００

男子２部　：　Ｆ－Ｄ 男子２部　：　Ｅ－Ｂ 男子２部　：　Ａ－Ｃ 男子４部　：　Ｃ－Ａ

上武大学Ｃ１ ＺＥＲＯ 群馬教員 上武大学Ｃ２

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

オール桐生 上武大学Ｂ１ 上武大学Ｂ２ 高松ｸﾗﾌﾞ

Ｔ・Ｏ / 得点 ＺＥＲＯ/上武大学Ｂ１ 上武大学Ｃ１/オール桐生 上武大学Ｃ２/上武大学Ｃ２ 群馬教員/上武大学Ｂ２

試合開始 第１試合 ９：５０ 第２試合　１１：３５ 第３試合　１３：２０ 第４試合　１５：０５

検温・受付 ９：０５～９：３５ １０：５０～１１：２０ １２：３５～１３：０５ １４：２０～１４：５０

女子３部　：　Ｅ－Ｆ 女子３部　：　Ｃ－Ｄ 女子３部　：　Ａ－Ｂ 女子１部　：　Ｄ－Ａ

クラブ太田 高崎クラブ 高崎経済大学 Ｃｏｒｋｙ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

Ｗｉｔｈ ＭＭＣ 伊勢崎クラブ 富士スバル

Ｔ・Ｏ / 得点 高崎クラブ/ＭＭＣ クラブ太田/Ｗｉｔｈ Ｃｏｒｋｙ/富士スバル 高崎経済大学/伊勢崎クラブ

【第１２節】　令和４年１０月２３日（日）　　高崎市群馬体育館
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【第１１節】　令和４年１０月１６日（日）　　高崎市群馬体育館
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2022(令和4)年度 第6回 群⾺県社会⼈バスケットボールリーグ 組み合わせ・TO割り当て (2022-07-29)

競技時間：８－②－８　ﾊｰﾌ⑤　８－②－８　　

上段記載チームのベンチは、ＴＯに向かって右側とし、ユニフォームは淡色とする。

試合開始 第１試合 ９：３０ 第２試合　１１：１５ 第３試合　１３：００ 第４試合　１４：４５

検温・受付 ８：４５～９：１５ １０：３０～１１：００ １２：１５～１２：４５ １４：００～１４：３０

男子１部　：　Ｆ－Ｄ 男子１部　：　Ｅ－Ｂ 男子１部　：　ＡーＣ 女子２部　：　Ｃ－Ｅ

群馬町クラブＢ ＧＲＩＦＦＩＮ ＯＨＡＮＡ ＧＴＡ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

群馬町クラブＡ ＲＯＹＡＬＳ ＢＲＡＶＥＳ UNITYSTARS

Ｔ・Ｏ / 得点 ＧＲＩＦＦＩＮ/ＲＯＹＡＬＳ 群馬町クラブＢ/群馬町クラブＡ ＧＴＡ/UNITYSTARS ＯＨＡＮＡ/ＢＲＡＶＥＳ

試合開始 第１試合 １０：２０ 第２試合　１２：０５ 第３試合　１３：５０

検温・受付 ９：３５～１０：０５ １１：２０～１１：５０ １３：０５～１３：３５

男子３部　：　ＥーＦ 男子３部　：　Ｃ－Ｄ 男子３部　：　Ａ－Ｂ

吾妻クラブ MINAKAMI　TOWN 殖蓮籠友会

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

ＷＩＺＡＲＤ SUBARUイーグルス 栗工クラブ

Ｔ・Ｏ / 得点 殖蓮籠友会/栗工クラブ 吾妻クラブ/ＷＩＺＡＲＤ MINAKAMI/SUBARUイーグルス

試合開始 第１試合 ９：３０ 第２試合　１１：１５ 第３試合　１３：００

検温・受付 ８：４５～９：１５ １０：３０～１１：００ １２：１５～１２：４５

男子２部　：　Ｅ－Ｆ 男子２部　：　Ｃ－Ｄ 男子２部　：　ＡーＢ

ＺＥＲＯ 上武大学Ｂ２ 群馬教員

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

上武大学Ｃ１ オール桐生 上武大学Ｂ１

Ｔ・Ｏ / 得点 群馬教員/上武大学Ｂ１ ＺＥＲＯ/上武大学Ｃ１ 上武大学Ｂ２/オール桐生

試合開始 第１試合 １０：２０ 第２試合　１２：０５ 第３試合　１３：５０

検温・受付 ９：３５～１０：０５ １１：２０～１１：５０ １３：０５～１３：３５

女子２部　：　Ｅ－Ｆ 女子２部　：　Ｃ－Ｄ 女子２部　：　Ａ－Ｂ

ＵＮＩＴＹＳＴＡＲＳ ＧＴＡ 群馬町クラブ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

殖蓮籠友会 高崎健康福祉大高崎 上武大学Ｂ１

Ｔ・Ｏ / 得点 群馬町クラブ/上武大学Ｂ１ UNITYSTARS/殖蓮籠友会 ＧＴＡ/高崎健康福祉大学

【第１３節】　令和４年１１月２７日（日）　　高崎市群馬体育館
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【第１４節】　令和４年１２月１０日（土）　　高崎市群馬体育館



2022(令和4)年度 第6回 群⾺県社会⼈バスケットボールリーグ 組み合わせ・TO割り当て (2022-07-29)

競技時間：８－②－８　ﾊｰﾌ⑤　８－②－８　　

上段記載チームのベンチは、ＴＯに向かって右側とし、ユニフォームは淡色とする。

試合開始 第１試合 ９：３０ 第２試合　１１：１５ 第３試合　１３：００

検温・受付 ８：４５～９：１５ １０：３０～１１：００ １２：１５～１２：４５

男子１部　：　Ｅ－Ｆ 男子１部　：　Ｃ－Ｄ 男子１部　：　ＡーＢ

ＧＲＩＦＦＩＮ ＢＲＡＶＥＳ ＯＨＡＮＡ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

群馬町クラブＢ 群馬町クラブＡ ＲＯＹＡＬＳ

Ｔ・Ｏ / 得点 ＯＨＡＮＡ/ＲＯＹＡＬＳ ＧＲＩＦＦＩＮ/群馬町クラブＢ ＢＲＡＶＥＳ/群馬町クラブＡ

試合開始 第１試合 １０：２０ 第２試合　１２：０５ 第３試合　１３：５０

検温・受付 ９：３５～１０：０５ １１：２０～１１：５０ １３：０５～１３：３５

女子１部　：　Ｅ－Ｆ 女子１部　：　Ｃ－Ｄ 女子１部　：　Ａ－Ｂ

ＳＷＩＭＭＹ 群馬教員女子クラブ 富士スバル

ＶＳ ＶＳ ＶＳ

上武大学Ｂ２ Ｃｏｒｋｙ 桐花クラブ

Ｔ・Ｏ / 得点 富士スバル/桐花クラブ ＳＷＩＭＭＹ/上武大学Ｂ２ 群馬教員女子クラブ/Ｃｏｒｋｙ
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【第１５節】　令和４年１２月１１日（日）　　高崎市群馬体育館


