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令和4年度　西部地区新人大会団体戦　実施要項
1.日程　令和4年12月18日(日)、25日(日)、令和5年1月8日(日)、9日(月) 予備日1月15日(日)

2.会場・コートレフェリー

［1日目(12/18)] 男子：AⅠ〜Ⅱ部トーナメント

女子：AⅠ・Ⅱ部トーナメント

※女子Ⅱ部トーナメントを除き、すべての順位戦を行う(1~8位まですべて決める)

男子Ⅰ部 会場 立教新座 チーム名 川越東 立教新座 埼玉平成 城西川越 城北埼玉 星野 西武文理 所沢北

男子Ⅱ部 会場 朝霞西 チーム名 県立川越 慶應志木 所沢中央 西武台 和光国際 朝霞西 川越南 川越初雁

女子Ⅰ部 会場 川越運動 チーム名 山村学園 星野 川越女子 和光国際 川越南 所沢北 細田学園 市立川越

女子Ⅱ部 会場 川越運動 チーム名 ◎朝霞西 ◎西武文理 ◎所沢中央 ◎西武台 ◎川越西 ◎所沢西

入間向陽 武蔵越生 所沢商業 坂戸 志木 川越初雁 狭山ヶ丘 ふじみ野

女子Ⅱ部の◎はシード校(シード以外は当日抽選)

［2日目(12/25)］ 男子：Ⅲ部トーナメント

           Bトーナメント予選（Bブロックは3〜4チームの順位戦を行う)

女子：Bトーナメント予選

男子Ⅲ部 会場 智光山公園 チーム名 細田学園 狭山ヶ丘 ふじみ野 秀明 市立川越 ◎東野 聖望学園 飯能

※男子Ⅲ部の◎はシード校(シード以外は当日抽選) 川越西 入間向陽 武蔵越生 志木

男
子
B
戦

B1 会場 川越運動 川越東B 東野B 朝霞西E 星野E B9 会場 川越運動 立教E 文理B 所中E 川越東F

B2 会場 川越運動 川越東C 西武台B 朝霞西D 星野D B10 会場 智光山 城北B 市川越B 所中C 立教I

B3 会場 川越運動 川越東D 志木B 朝霞西B 城西D B11 会場 智光山 狭山丘C 所中D 川越東E 立教J

B4 会場 川越運動 城西B 川越西B 県川越D 城北D B12 会場 智光山 所中B 慶應C 朝霞西F 立教H

B5 会場 川越運動 慶應B 和国C 城西C 所沢北D B13 会場 立教新座 立教B ふ野B 朝霞西C 星野C

B6 会場 川越運動 川越南B 和国B 県川越C 慶應F B14 会場 立教新座 立教C 細田B 所沢北E 城北C

B7 会場 川越運動 星野B 所沢北B 文理C 立教K B15 会場 立教新座 立教F 文理D 所沢北C 慶應E

B8 会場 川越運動 立教D 狭山丘B 城北E 川越東G B16 会場 立教新座 立教G 県川越B 川越南C 慶應D

女
子
B
戦

B1 会場 入間市運動 坂戸Ｂ 星野Ｃ 所沢北Ｄ B6 会場 入間市運動 所沢北B 山村B 川女D

B2 会場 入間市運動 西武台Ｂ 細田Ｃ 星野Ｄ B7 会場 星野 星野B 細田B 所沢北C

B3 会場 入間市運動 和国Ｂ 所沢西Ｃ 川越南Ｄ B8 会場 所沢中央 朝霞西B 所中B 川女C

B4 会場 入間市運動 川越南Ｂ 川女Ｂ 坂戸Ｃ B9 会場 所沢中央 所沢西B 川南C 所中C

B5 会場 入間市運動 文理Ｂ 志木Ｂ 川越南Ｅ ※所沢中央は智光山に変更の可能性あり。12/18に決定します。

［3日目(1/8)］ 男子：入れ替え戦、B戦順位別トーナメント（Bブロックは2日目の同じ順位のチームによってトーナメント戦を行う)

女子：入れ替え戦、B戦順位別トーナメント（Bブロックは2日目の同じ順位のチームによってトーナメント戦を行う）

男子Ⅰ部・Ⅱ部・Ⅲ部　残り試合 会場 未定 レフェリー 該当校

男子　Bブロック1位戦 会場 未定 レフェリー 該当校

男子　Bブロック2位戦 会場 未定 レフェリー 該当校

男子　Bブロック3位戦 会場 未定 レフェリー 該当校

女子Ⅰ部・Ⅱ部　残り試合 会場 未定 レフェリー 該当校

女子　Bブロック1位戦 会場 未定 レフェリー 該当校

女子　Bブロック2位戦 会場 未定 レフェリー 該当校

女子　Bブロック3位戦 会場 未定 レフェリー 該当校

※3日目の未定の部分とコートレフェリーは2日目以降に検討し、ホームページで連絡します

[4日目(1/9)］ 大会が順調に進行すれば、現在のところ予定なし

[5日目(1/15)］ 予備日


