
８月１７日（土）　会場：高松市総合体育館

８月１８日（日）　会場：高松市総合体育館

11 勝 － 0 勝 5 勝 － 4 勝

7 勝 － 8 勝 6 勝 － 3 勝

18 勝 － 8 勝 11 勝 － 7 勝

ファイブアローズ交流イベント

17:30 開　会　式

※試合時間：５分－１分－５分－５分－５分－１分－５分

13:30 閉　会　式
※試合時間：５分－１分－５分－５分－５分－１分－５分

木　太 ＶＳ 琴芝黒石

第　２　競　技　場　（サブ）

高松男子

小村 城 松島男子 琴芝黒石男子

高松

片山 健 円座男子 楠女子

高松女子

高松

高松

国分寺 ＶＳ 上宇部

40 37

6 53

高瀬 馨子 栗林男子 矢野 祥子

高松男子 宇部男子

木　太 ＶＳ 楠

13 48

橋本 信二 木太女子 笠井 茂夫

高松女子 宇部女子

一宮女子 厚東女子

24

高松女子

厚　東 ＶＳ 一　宮

高松女子

高松男子

宇部女子

上宇部 ＶＳ 亀　阜

第　２　競　技　場　（サブ）

宇部女子宇部男子

栗　林

Ｄコート（奥側）

宇部男子 高松男子

桃　山 ＶＳ 一　宮

59 16

上北 正人 一宮男子 脇谷 和夫

宇部女子 高松女子

上宇部 ＶＳ 亀　阜

25 48

松本 知美 松島男子 東岐波男子

22

橋本 信二 松島女子 上北 正人

高松女子 宇部女子

Ｄコート（奥側）

高松男子 宇部男子

松　島 ＶＳ

34

計 女子 宇部 高松 男子 宇部

１８日 女子 宇部 高松 男子 宇部

栗原 光平

１７日 女子 宇部 高松 男子 宇部

審判･TO 高瀬 馨子 国分寺男子 山中早知子 平田 久幸 屋島女子 石原 英明 橋本 信二 亀阜男子

44 33 38

上宇部

57 38 11

12:10 円　座 ＶＳ 桃　山 木　太 ＶＳ 東岐波 栗　林 ＶＳ

宇部女子 宇部男子 宇部女子高松女子 宇部女子 高松女子

福家 功雄 一宮女子 上宇部男子 西岐波女子 松島女子 松本 知美

24 38

審判･TO 長尾 郁代 栗林女子 平山 義登 上北 正人 亀阜女子 武田 稔

琴芝黒石

13 47 69 17 33

宇部女子

11:15 国分寺 ＶＳ 桃　山 屋　島 ＶＳ 厚　東 屋　島 ＶＳ

宇部女子

高松男子

宇部男子 高松女子

東岐波 牟　礼 ＶＳ

19

広瀬 エミ 琴芝黒石女子 牟礼女子 東岐波女子

高松男子 宇部男子 高松女子

15

審判･TO 大野 毅 円座女子 月出(宇部) 遠山 良輝 屋島女子 伊勢 修一 満嶋 吉伸 牟礼男子

31 40 56 30

桃　山 松　島 ＶＳ 西岐波

31 29 45

宇部女子

10:20 栗　林 ＶＳ 上宇部 松　島 ＶＳ 上宇部 国分寺 ＶＳ

宇部男子 高松女子 宇部女子 高松女子

石原 英明 山中早知子 屋島男子 桃山女子

高松女子 宇部女子 高松男子

25

審判･TO 片山 健 木太男子 上宇部女子 小村 城 国分寺男子 栗原 光平 福家 功雄 国分寺女子

43 70 14 3823 45

牟　礼 東岐波 ＶＳ 亀　阜

40 24 17

9:25 琴芝黒石 ＶＳ 一　宮 東岐波 ＶＳ

宇部女子 高松女子

円　座 桃　山 ＶＳ

高松男子 宇部男子

遠山 良輝 亀阜女子 伊勢 修一

宇部男子 高松男子 宇部男子 高松男子

審判･TO 美野 彰吾 一宮男子 松本 知美 満嶋 吉伸 栗林男子

25

東岐波男子 上北 正人 牟礼男子

46 27

武田 稔 大野 毅

4225 47 13

ＶＳ

14 50

円　座 楠 ＶＳ 牟　礼 桃　山 ＶＳ

宇部女子 高松女子 宇部女子

8:30 琴芝黒石 ＶＳ 松　島 西岐波

亀阜女子 武田 稔

時間
第　１　競　技　場　（メイン）

Ａコート（ステージ側） Ｂコート（中央） Ｃコート（入口側）

山中 早知子厚東女子

16:20

高松女子高松女子 宇部女子

Ｅコート（入口側）

屋島女子

33 46

東岐波女子

64 14

松本 知美

24

審判･TO 福家 功雄 国分寺男子 月出(宇部) 細川 理恵 木太女子 西岐波女子 国分寺女子 琴芝黒石女子

ＶＳ 一　宮

20 29 44 25 27

ＶＳ 牟　礼 上宇部 ＶＳ 円　座 楠

高松男子 宇部女子 高松女子

15:15 東岐波 ＶＳ 亀　阜 琴芝黒石

牟礼女子 楠女子

宇部男子 高松男子 宇部男子 高松男子 宇部男子

牟礼男子 桃山女子 渡邊 久美 円座男子 伊勢 修一 大野 毅

24 33 18

審判･TO 橋本 信二 亀阜男子 笠井 茂夫 満嶋 吉伸

ＶＳ 屋　島

19 56 16 28 29

ＶＳ 厚　東 西岐波 ＶＳ 栗　林 琴芝黒石

高松女子 宇部女子 高松女子

14:20 東岐波 ＶＳ 栗　林 木　太

国分寺女子 武田 稔

宇部男子 高松男子 高松女子 宇部女子 宇部女子

一宮女子 矢野 祥子 石原 英明 栗林女子 上宇部女子 福家 功雄

48 18 23

審判･TO 細川 理恵 栗林男子 平田 久幸 柳生 明

ＶＳ 東岐波

43 45 6 81 17

ＶＳ 桃　山 国分寺 ＶＳ 琴芝黒石 牟　礼松　島 ＶＳ 桃　山

宇部男子 高松女子 宇部女子

13:25 屋　島 ＶＳ 上宇部 木　太

円座男子 渡邊 久美

高松男子 宇部男子 高松男子 宇部男子 高松男子

木太男子 栗原 光平 美野 彰吾 国分寺男子 琴芝黒石男子 小村 城

36 32 39

審判･TO 満嶋 吉伸 屋島男子 上宇部男子 柳生 明

ＶＳ 西岐波

11 40 24 37 31

ＶＳ 琴芝黒石 屋　島 ＶＳ 上宇部 国分寺東岐波

宇部女子 高松女子 宇部女子

12:30 亀　阜 ＶＳ 楠 一　宮

第１５回宇部市・高松市ミニバスケットボール交流親善大会

試 合 結 果

2013年8月18日 更新

時間
第　１　競　技　場　（メイン）

Ａコート（ステージ側） Ｂコート（中央） Ｃコート（入口側） Ｅコート（入口側）

宇部女子 高松女子高松女子 宇部女子 高松女子


