
令和４年度　U１５　リーグ戦　組合せ表

右田 39 － 43 桑山

開催日： 下関クラブ 48 － 38 トレジャーズ

会   場： 高千帆 51 － 36 GOING

トレジャーズ 59 － 36 右田

桑山 41 － 51 高千帆

GOING 41 － 32 下関クラブ

島田 51 － 35 高川

開催日： GREEN BRAVES 65 － 45 下関MAJESTICS

会   場： 華陽 45 － 56 島田

高川 22 － 97 GREEN BRAVES

下関MAJESTICS 71 － 63 華陽

川下 49 － 45 麻里布

開催日： FIVE BRIDGE 47 － 48 柳井西

会   場： 麻里布 30 － 58 平生

柳井西 42 － 48 玖珂

平生 61 － 22 FIVE BRIDGE

玖珂 58 － 56 川下

附属山口 26 － 41 小郡

開催日： 小野 5 － 74 国府

会   場： 佐波 30 － 40 白石

大内 20 － 58 小郡

小野 25 － 40 附属山口

白石 18 － 50 国府

大内 58 － 28 佐波

久保 27 － 47 光井・室積

開催日： 牟礼 39 － 43 熊毛

会   場： 熊毛 48 － 28 久保

光井・室積 35 － 32 牟礼

深川 42 － 29 萩東

開催日： AVENIR UBE 54 － 40 川中

会   場： 上宇部 36 － 34 厚狭

深川 48 － 52 AVENIR UBE

上宇部 47 － 36 萩東

厚狭 44 － 37 川中

＊各チーム事情により、組合せ・試合順に変更が起こることがあります。ご了承ください。

男　Eリーグ①

１２月２４日（土）

第４節　男子

ソルトアリーナB

川下中学校

男　県リーグ①

１２月１１日（日）

ソルトアリーナC

男　県リーグ②

１２月１１日（日）

男　Eリーグ②

１２月１０日（土）

ソルトアリーナA

男　Eリーグ③

１２月１０日（土）

ソルトアリーナ

男　Wリーグ

１２月１０日（土）

深川中学校

ybasu
テキスト ボックス
12月27日 更新
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＊各チーム事情により、組合せ・試合順に変更が起こることがあります。ご了承ください。

湯田 37 － 66 Three Arrows下関

開催日： I'girl’s 51 － 29 光井

会   場： Dragon☆Jokers 24 － 80 Three Arrows下関

湯田 65 － 73 光井

Dragon☆Jokers 51 － 54 I'girl's

RISE 82 － 30 日新

開催日： 宇部ESARADE 62 － 28 防府Braves

会   場： 国府 32 － 56 RISE

日新 24 － 69 宇部ESARADE

防府Braves 40 － 34 国府

附属光 59 － 49 柳井西・大畠

開催日： 周防大島 43 － 69 島田

会   場： 大和 85 － 47 附属光

柳井西・大畠 35 － 84 周防大島

島田 42 － 82 大和

小郡 45 － 45 牟礼

開催日： 周陽 42 － 21 熊毛

会   場： 浅江 65 － 29 小郡

牟礼 44 － 42 周陽

熊毛 25 － 70 浅江

桜田 36 － 11 白石

開催日： 佐波 46 － 34 秋穂

会   場： 白石 22 － 83 華陽

秋穂 51 － 41 桜田

華陽 32 － 63 佐波

常盤 74 － 35 backG’s

開催日： 上宇部 29 － 38 萩東

会   場： 宮野 24 － 62 安岡

勝山 53 － 52 backG’s

上宇部 34 － 98 常盤

安岡 44 － 37 萩東

勝山 47 － 33 宮野

１２月１１日（日）

熊毛中学校

ソルトアリーナD

女　Eリーグ①

１２月１０日（土）

柳井西中学校

女　Eリーグ②

１２月１１日（日）

第４節　女子

女　県リーグ①

女　県リーグ②

１２月１１日（日）

ソルトアリーナA

上宇部中学校

女　Eリーグ③

１２月１０日（土）

ソルトアリーナC

女　Wリーグ

１２月１０日（土）

ybasu
テキスト ボックス
12月27日 更新




