
　⽇清⾷品リーグ　U18バスケットボール競技⼤会　関東ブロック2021　競技⽇程  2021/11/19現在

期⽇ No. 試合開始時間 試合会場 男⼥ 節 HOME(淡⾊) VS AWAY(濃⾊)
1 9:30 東海⼤相模 ⼥⼦ 第1節 鵠沼 VS 昭和学院
2 10:30 つくば秀英 男⼦ 第7節 つくば秀英 VS 桐光学園
3 10:30 ⽇体⼤柏 男⼦ 第7節 ⽇本体育⼤学柏 VS 正智深⾕
4 10:30 埼⽟栄 ⼥⼦ 第1節 埼⽟栄 VS 明秀学園⽇⽴
5 10:00 ⽇体⼤柏 男⼦ 第6節 ⽇本体育⼤学柏 VS つくば秀英
6 15:00 韮崎 ⼥⼦ 第2節 韮崎 VS 鵠沼

11⽉13⽇(⼟) 7 11:00 市⽴前橋 ⼥⼦ 第3節 明秀学園⽇⽴ VS 前橋市⽴前橋
8 10:00 市⽴前橋 ⼥⼦ 第2節 ⽩鷗⼤学⾜利 VS 明秀学園⽇⽴
9 10:30 桐光学園 男⼦ 第1節 桐光学園 VS ⽇本体育⼤学柏
10 11:00 東海⼤甲府 男⼦ 第7節 東海⼤学付属甲府 VS 宇都宮⼯業
11 11:00 正智深⾕ 男⼦ 第1節 正智深⾕ VS つくば秀英
12 14:30 市⽴前橋 ⼥⼦ 第1節 前橋市⽴前橋 VS ⽩鷗⼤学⾜利
13 10:00 前橋育英 男⼦ 第3節 前橋育英 VS つくば秀英
14 14:00 埼⽟栄 ⼥⼦ 第3節 埼⽟栄 VS ⽩鷗⼤学⾜利
15 14:30 宇都宮⼯業 男⼦ 第6節 宇都宮⼯業 VS 実践学園
16 14:30 正智深⾕ 男⼦ 第6節 正智深⾕ VS 東海⼤学付属甲府
17 10:30 宇都宮⼯業 男⼦ 第4節 宇都宮⼯業 VS 桐光学園
18 10:30 つくば秀英 男⼦ 第5節 つくば秀英 VS 実践学園
19 11:00 埼⽟栄 ⼥⼦ 第7節 埼⽟栄 VS 昭和学院
20 13:00 東海⼤甲府 男⼦ 第3節 東海⼤学付属甲府 VS ⽇本体育⼤学柏
21 10:30 桐光学園 男⼦ 第2節 桐光学園 VS 東海⼤学付属甲府
22 10:30 ⽇体⼤柏 男⼦ 第5節 ⽇本体育⼤学柏 VS 宇都宮⼯業
23 10:30 前橋育英 男⼦ 第7節 前橋育英 VS 実践学園
24 10:30 市⽴前橋 ⼥⼦ 第6節 明星学園 VS ⽩鷗⼤学⾜利
25 14:00 市⽴前橋 ⼥⼦ 第7節 前橋市⽴前橋 VS 明星学園
26 10:30 前橋育英 男⼦ 第4節 前橋育英 VS ⽇本体育⼤学柏
27 10:30 市⽴前橋 ⼥⼦ 第4節 韮崎 VS 明秀学園⽇⽴
28 10:30 市⽴前橋 ⼥⼦ 第4節 前橋市⽴前橋 VS 昭和学院
29 14:00 埼⽟栄 ⼥⼦ 第4節 埼⽟栄 VS 明星学園
30 ※中⽌ ⽩鷗⼤⾜利 ⼥⼦ 第4節 ⽩鷗⼤学⾜利 VS 鵠沼
31 14:30 市⽴前橋 ⼥⼦ 第3節 韮崎 VS 昭和学院
32 15:00 正智深⾕ 男⼦ 第4節 正智深⾕ VS 実践学園
33 10:00 正智深⾕ 男⼦ 第5節 正智深⾕ VS 桐光学園
34 10:30 市⽴前橋 ⼥⼦ 第5節 明星学園 VS 明秀学園⽇⽴
35 10:30 市⽴前橋 ⼥⼦ 第5節 前橋市⽴前橋 VS 韮崎
36 11:00 前橋育英 男⼦ 第5節 前橋育英 VS 東海⼤学付属甲府
37 ※中⽌ 埼⽟栄 ⼥⼦ 第5節 埼⽟栄 VS 鵠沼
38 14:00 ⽇体⼤柏 男⼦ 第2節 ⽇本体育⼤学柏 VS 実践学園
39 14:00 ⽩鷗⼤⾜利 ⼥⼦ 第5節 ⽩鷗⼤学⾜利 VS 昭和学院
40 10:30 前橋育英 男⼦ 第6節 前橋育英 VS 桐光学園
41 10:30 埼⽟栄 ⼥⼦ 第6節 埼⽟栄 VS 韮崎
42 10:30 鉾⽥市総合公園 ⼥⼦ 第6節 明秀学園⽇⽴ VS 昭和学院
43 14:00 鉾⽥市総合公園 ⼥⼦ 第6節 鵠沼 VS 前橋市⽴前橋
44 10:00 桐光学園 男⼦ 第3節 桐光学園 VS 実践学園
45 10:30 埼⽟栄 ⼥⼦ 第2節 埼⽟栄 VS 前橋市⽴前橋
46 13:30 鉾⽥市総合公園 ⼥⼦ 第7節 鵠沼 VS 明秀学園⽇⽴

※今⼤会は全試合、無観客開催となりますので、ご了承ください。
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