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神奈川県社会人バスケットボール連盟　競技委員会

　令和4年度 神奈川県社会人バスケットボール連盟オーバーカテゴリリーグ戦日程　令和4年度 神奈川県社会人バスケットボール連盟オーバーカテゴリリーグ戦日程　令和4年度 神奈川県社会人バスケットボール連盟オーバーカテゴリリーグ戦日程　令和4年度 神奈川県社会人バスケットボール連盟オーバーカテゴリリーグ戦日程
開催日 コート 第１試合 第２試合 第３試合

 10:00 ～ 11:40 11:40 ～ 13:20 13:20 ～ 15:00
1/8 横須賀北A O-50男子 O-50男子 O-50男子
(日)

神奈川ゆめクラブ神奈川ゆめクラブ神奈川ゆめクラブ神奈川ゆめクラブ ：：：： 大和クラブ大和クラブ大和クラブ大和クラブ nosso世田谷nosso世田谷nosso世田谷nosso世田谷 ：：：： ブルドックス５０ブルドックス５０ブルドックス５０ブルドックス５０ 昭栄会５０昭栄会５０昭栄会５０昭栄会５０ ：：：： SAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　G

（T.O 担当） 昭栄会５０ ： SAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　G 神奈川ゆめクラブ ： 大和クラブ nosso世田谷 ： ブルドックス５０

開催日 コート 第１試合 第２試合

 10:00 ～ 11:40 11:40 ～ 13:20
1/8 横須賀北B O-40男子 O-40男子
(日)

世田谷クラブ世田谷クラブ世田谷クラブ世田谷クラブ ：：：： ら族ら族ら族ら族 昭栄会昭栄会昭栄会昭栄会 ：：：： ＹＢＢＣ４０ＹＢＢＣ４０ＹＢＢＣ４０ＹＢＢＣ４０

（T.O 担当） 昭栄会 ： ＹＢＢＣ４０ 世田谷クラブ ： ら族

開催日 コート 第１試合 第２試合 第３試合

 10:00 ～ 11:40 11:40 ～ 13:20 13:20 ～ 15:00
1/14 横須賀北A O-50男子 O-50男子 O-50男子
(土)

SAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　G ：：：： nosso世田谷nosso世田谷nosso世田谷nosso世田谷 大和クラブ大和クラブ大和クラブ大和クラブ ：：：： 昭栄会５０昭栄会５０昭栄会５０昭栄会５０ ブルドックス５０ブルドックス５０ブルドックス５０ブルドックス５０ ：：：： 神奈川ゆめクラブ神奈川ゆめクラブ神奈川ゆめクラブ神奈川ゆめクラブ

（T.O 担当） ブルドックス５０ ： 神奈川ゆめクラブ SAGAMIHARA　C　G ： nosso世田谷 大和クラブ ： 昭栄会５０

開催日 コート 第１試合 第２試合

 10:00 ～ 11:40 11:40 ～ 13:20
1/15 寒川S O-40男子 O-40男子
(日) 連盟審判 連盟審判

世田谷クラブ世田谷クラブ世田谷クラブ世田谷クラブ ：：：： 神奈川ゆめクラブシニア神奈川ゆめクラブシニア神奈川ゆめクラブシニア神奈川ゆめクラブシニア ら族ら族ら族ら族 ：：：： ＹＢＢＣ４０ＹＢＢＣ４０ＹＢＢＣ４０ＹＢＢＣ４０

（T.O 担当） ら族 ： ＹＢＢＣ４０ 世田谷クラブ ： 神奈川ゆめクラブシニア

開催日 コート 第１試合 第２試合 第３試合 第４試合 第５試合

 9:30 ～ 11:10 11:10 ～ 12:50 12:50 ～ 14:30 14:30 ～ 16:10 16:10 ～ 17:50
1/21 寒川S O-50男子 O-50男子 O-50男子 O-40男子 O-40男子
(土) 連盟審判 連盟審判 連盟審判 連盟審判 連盟審判

nosso世田谷nosso世田谷nosso世田谷nosso世田谷 ：：：： 昭栄会５０昭栄会５０昭栄会５０昭栄会５０ 神奈川ゆめクラブ神奈川ゆめクラブ神奈川ゆめクラブ神奈川ゆめクラブ ：：：： SAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　G ブルドックス５０ブルドックス５０ブルドックス５０ブルドックス５０ ：：：： 大和クラブ大和クラブ大和クラブ大和クラブ ＹＢＢＣ４０ＹＢＢＣ４０ＹＢＢＣ４０ＹＢＢＣ４０ ：：：： 世田谷クラブ世田谷クラブ世田谷クラブ世田谷クラブ 神奈川ゆめクラブシニア神奈川ゆめクラブシニア神奈川ゆめクラブシニア神奈川ゆめクラブシニア ：：：： 昭栄会昭栄会昭栄会昭栄会

（T.O 担当） ブルドックス５０ ： 大和クラブ nosso世田谷 ： 昭栄会５０ 神奈川ゆめクラブ ： SAGAMIHARA　C　G 神奈川ゆめクラブシニア ： 昭栄会 ＹＢＢＣ４０ ： 世田谷クラブ

開催日 コート 第１試合 第２試合 第３試合 第４試合 第５試合

 9:30 ～ 11:10 11:10 ～ 12:50 12:50 ～ 14:30 14:30 ～ 16:10 16:10 ～ 17:50
2/4 寒川S O-50男子 O-50男子 O-50男子 O-40男子 O-40男子
(土) 連盟審判 連盟審判 連盟審判 連盟審判 連盟審判

昭栄会５０昭栄会５０昭栄会５０昭栄会５０ ：：：： 神奈川ゆめクラブ神奈川ゆめクラブ神奈川ゆめクラブ神奈川ゆめクラブ 大和クラブ大和クラブ大和クラブ大和クラブ ：：：： nosso世田谷nosso世田谷nosso世田谷nosso世田谷 SAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　G ：：：： ブルドックス５０ブルドックス５０ブルドックス５０ブルドックス５０ ら族ら族ら族ら族 ：：：： 昭栄会昭栄会昭栄会昭栄会 ＹＢＢＣ４０ＹＢＢＣ４０ＹＢＢＣ４０ＹＢＢＣ４０ ：：：： 神奈川ゆめクラブシニア神奈川ゆめクラブシニア神奈川ゆめクラブシニア神奈川ゆめクラブシニア

（T.O 担当） SAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　G ： ブルドックス５０ 昭栄会５０ ： 神奈川ゆめクラブ 大和クラブ ： nosso世田谷 ＹＢＢＣ４０ ： 神奈川ゆめクラブシニア ら族 ： 昭栄会

第１試合 第２試合 第３試合

 10:00 ～ 11:40 11:40 ～ 13:20 13:20 ～ 15:00
2/12 横須賀北A O-50男子 O-50男子 O-50男子
(日) 連盟審判 連盟審判 連盟審判

SAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　GSAGAMIHARA　C　G ：：：： 大和クラブ大和クラブ大和クラブ大和クラブ 昭栄会５０昭栄会５０昭栄会５０昭栄会５０ ：：：： ブルドックス５０ブルドックス５０ブルドックス５０ブルドックス５０ 神奈川ゆめクラブ神奈川ゆめクラブ神奈川ゆめクラブ神奈川ゆめクラブ ：：：： nosso世田谷nosso世田谷nosso世田谷nosso世田谷

（T.O 担当） 神奈川ゆめクラブ ： nosso世田谷 SAGAMIHARA　C　G ： 大和クラブ 昭栄会５０ ： ブルドックス５０

開催日 コート 第１試合 第２試合 第３試合

 10:00 ～ 11:40 11:40 ～ 13:20 13:20 ～ 15:00
2/12 横須賀北B O-40男子 O-40男子 フレンドリー
(日) 連盟審判 連盟審判 連盟審判

ら族ら族ら族ら族 ：：：： 神奈川ゆめクラブシニア神奈川ゆめクラブシニア神奈川ゆめクラブシニア神奈川ゆめクラブシニア 昭栄会昭栄会昭栄会昭栄会 ：：：： 世田谷クラブ世田谷クラブ世田谷クラブ世田谷クラブ 神奈川ゆめGoziU神奈川ゆめGoziU神奈川ゆめGoziU神奈川ゆめGoziU ：：：： 神奈川ゆめ6ziU神奈川ゆめ6ziU神奈川ゆめ6ziU神奈川ゆめ6ziU

（T.O 担当） 神奈川ゆめGoziU ： 神奈川ゆめ6ziU ら族 ： 神奈川ゆめクラブシニア 昭栄会 ： 世田谷クラブ

連盟審判 連盟審判 連盟審判

2022/12/192022/12/192022/12/192022/12/19

連盟審判 連盟審判 連盟審判

連盟審判 連盟審判


