
平成２７年８月２２日（土） 試合時間：５分×４Ｑ（ハーフタイム３分）

平成２７年８月２３日（日） 試合時間：５分×４Ｑ（ハーフタイム３分）

高松男子
22日 ６勝 ６敗

23日 ５勝 ７敗

最終 １１勝 １３敗

宇部男子
22日 ６勝 ６敗

23日 ７勝 ５敗

最終 １３勝 １１敗

宇部女子
22日 ５勝 ７敗

23日 ９勝 ３敗

最終 １４勝 １０敗

高松女子
22日 ７勝 ５敗

23日 ３勝 ９敗

最終 １０勝 １４敗

★ 第１７回 宇部市・高松市ミニバスケットボール交流親善大会 ★

時間

高松市牟礼総合体育館 高松市西部運動センター

Ａ（東　側） Ｂ（西　側） Ｃ（東　側） Ｄ（西　側）

宇部男子 高松男子 宇部男子

12:30 松　島 vs 東岐波 屋　島 vs 上宇部

淡 濃

vs 桃　山

2015年8月23日更新＜最終結果＞

①

高松男子 宇部男子 高松男子 宇部男子 高松男子

淡 濃 淡 濃 淡 濃

37 70 14
ＴＯ 屋島女子 木太女子 円座女子 亀阜女子

19 40 24 30 43

亀　阜 vs 岬恩田 円　座

宇部女子 高松女子 宇部女子

13:20 屋　島 vs 楠 松　島 vs 西岐波

近藤(一宮) 福家(国分寺) 岩井(桃山)

②

高松女子 宇部女子 高松女子 宇部女子 高松女子

審判 石原(屋島) 筒井(屋島) 山根(楠女子) 脇谷(松島) 遠山(円座)

41 48 22
ＴＯ 松島男子 木太男子 亀阜男子 円座男子

36 4 41 18 35

円　座 vs 岬恩田 亀　阜 vs 桃　山

高松男子 宇部男子 高松男子

松岡(亀阜) 西(円座) 伊勢(円座)

③

高松男子 宇部男子 宇部男子 高松男子 宇部男子

審判 菊池(松島) 溝渕(松島) 玉井(屋島) 中村(木太) 笠井(亀阜)

56 21 39
ＴＯ 屋島女子 松島女子 円座女子 亀阜女子

桃　山 vs 亀　阜 岬恩田 vs 円　座

高松女子

15:00 東岐波 vs 屋　島 上宇部 vs 木　太

川染(国分寺) 福家(国分寺) 中井(一宮)

14:10 松　島 vs 上宇部 東岐波 vs 木　太

審判 石原(屋島) 三浦(楠女子) 富田（栗林） 宮川(上宇部女子) 遠山(円座)

18
ＴＯ 松島男子 屋島男子 亀阜男子 円座男子

16 50 51 22 18

28 33 76 10 19 42 55

桃　山 vs 円　座 岬恩田 vs 亀　阜

宇部女子 高松女子 宇部女子 高松女子 宇部女子

高松男子 宇部男子 高松男子

山岡(亀阜) 西(円座) 伊勢(円座)

⑤

宇部男子 高松男子 宇部男子 高松男子 宇部男子

審判 脇谷(松島) 大迫(上宇部男子) 玉井(屋島) 浜本(西岐波女子) 月出(岬恩田)

44 14 34
ＴＯ 松島女子 屋島女子 国分寺女子 一宮女子

④

宇部女子 高松女子

23 11 34 19 38

桃　山 vs 一　宮 岬恩田 vs 国分寺

高松女子 宇部女子 高松女子

16:40 楠 vs 松　島 西岐波 vs 木　太

櫛部(岬恩田) 遠山(円座) 笠井(亀阜)

一　宮

15:50 東岐波 vs 屋　島 上宇部 vs 木　太

審判 富田（栗林） 菊池(松島) 石原(屋島) 筒井(屋島) 福家(国分寺)

41 39 16
ＴＯ 屋島男子 松島男子 一宮男子 国分寺男子

25 28 45 13 39

岬恩田 vs 国分寺 桃　山 vs

淡 濃 淡 濃 淡 濃

時間

高松市牟礼総合体育館 高松市西部運動センター

Ａ（東　側） Ｂ（西　側） Ｃ（東　側） Ｄ（西　側）

淡 濃

中井(一宮) 伊勢(円座) 川染(国分寺)審判 玉井(屋島) 中本(東岐波男子) 溝渕(松島) 中島(東岐波女子) 西(円座)

⑥

宇部女子 高松女子 宇部女子 高松女子 宇部女子

高松男子 宇部男子 高松男子 宇部男子

8:30 牟　礼 vs 岬恩田 栗　林 vs
①

高松男子 宇部男子 高松男子 宇部男子

桃　山

23 32
ＴＯ 栗林女子 多肥女子 国分寺女子 一宮女子

審判 津村(栗林) 岩田(栗林) 小村(牟礼) 山根(楠女子)

52 26 18 53 32 24

一　宮 vs 上宇部 国分寺 vs 東岐波

高松女子 宇部女子 高松女子 宇部女子

9:20 栗　林 vs 楠 牟　礼 vs

福家(国分寺) 中島(東岐波) 西(円座) 宮川(上宇部)

②

高松女子 宇部女子 高松女子 宇部女子

ＴＯ 牟礼男子 多肥男子 一宮男子 国分寺男子

審判 木下 雄貴 平田(牟礼) 和田 正人 筒井(屋島)

上宇部

24 27 2 54 23 35 6 64

西岐波 国分寺 vs 東岐波 一　宮 vs

宇部男子 高松男子 宇部男子 高松男子

10:10 牟　礼 vs 桃　山 岬恩田 vs

大原(一宮) 中井(一宮) 川染(国分寺) 中本(東岐波)

③

高松男子 宇部男子 宇部男子 高松男子

ＴＯ 栗林女子 牟礼女子 国分寺女子 一宮女子

審判 津村(栗林) 三浦(楠女子) 葛西 亮作(栗林) 浜本(西岐波)

国分寺

25 28 76 11 38 30 24 36

多　肥 東岐波 vs 一　宮 上宇部 vs

宇部女子 高松女子 宇部女子 高松女子

福家(国分寺) 伊勢(円座) 遠山(円座) 近藤(一宮)

④

高松女子 宇部女子 宇部女子 高松女子

47 6
ＴＯ 牟礼男子 栗林男子 一宮男子 国分寺男子

一　宮

21 31 91 0 55 31

多　肥 上宇部 vs 国分寺 東岐波 vs

高松男子 宇部男子 高松男子

11:00 岬恩田 vs 栗　林 桃　山 vs

中井(一宮) 笠井(亀阜) 大迫(上宇部)

⑤

宇部男子 高松男子 宇部男子 高松男子 宇部男子

審判 満島(牟礼) 平田(牟礼) 小村(牟礼) 筒井(屋島) 西(円座)

38 13 46
ＴＯ 牟礼女子 栗林女子 円座女子

12:40 楠 vs 牟　礼 西岐波 vs 多　肥

大原(一宮) 福家(国分寺) 近藤(一宮)

亀　阜

11:50 岬恩田 vs 栗　林 桃　山 vs 多　肥

審判 和田 正人 岩井(桃山女子)

5 75 2 32

東岐波 vs 円　座 上宇部 vs

4 17

東岐波 vs 亀　阜 上宇部 vs 円　座

高松女子 宇部女子 高松女子

亀阜女子

24 22 77

川染(国分寺) 西(円座) 伊勢(円座)審判 月出(岬恩田男子) 岩田(栗林) 満島(牟礼) 葛西 亮作(栗林) 笠井(亀阜)

櫛部(岬恩田女子) 遠山(円座)

35 27 33
ＴＯ 栗林男子 牟礼男子 亀阜男子 円座男子

56
⑥

宇部女子 高松女子 宇部女子 高松女子 宇部女子

木下 雄貴


