
<男子> <女子>

Ａブロック Ａブロック

ＵＮＩＴＹ 服織 森下 青葉 長田RW 勝ち点 順位 駒形田町 川原 TOHO 竜南 安倍口 勝ち点 順位

ＵＮＩＴＹ ○59-10 ○51-20 ○71-26 ○69-23 12 １位 駒形田町 ○78-35 ○72-37 ○82-18 ○60-36 12 1位

服織 ×10-59 ○50-30 ○44-23 ○35-34 10 ２位 川原 ×35-78 ○66-20 ○54-26 ○42-31 10 2位

森下 ×20-51 ×30-50 ○42-27 ×17-52 6 TOHO ×37-72 ×20-66 ○45-24 ×25-43 6

青葉 ×26-71 ×23-44 ×27-42 ×35-66 4 竜南 ×18-82 ×26-54 ×24-45 ×13-62 4

長田RW ×23-69 ×34-35 ○52-17 ○66-35 8 ３位 安倍口 ×36-60 ×31-42 ○43-25 ○62-13 8 3位

Ｂブロック Ｂブロック

中島 横内 西豊田 安西 竜南 勝ち点 順位 長田北 横内 西豊田 AMBC 城北 勝ち点 順位

中島 ○53-20 ○72-19 ○91-9 ○89-31 12 １位 長田北 ○55-30 ○63-18 ○78-32 ○70-24 12 １位

横内 ×20-53 ○54-24 ○73-4 ○57-35 10 ２位 横内 ×30-55 ○50-25 ×41-43 ○38-17 8 ２位 23

西豊田 ×19-72 ×24-54 ○62-29 ×39-61 6 西豊田 ×18-63 ×25-50 ○39-26 ○48-25 8 ▲12

安西 ×9-91 ×4-73 ×29-62 ×29-62 4 AMBC ×32-78 ○43-41 ×26-39 ○60-31 8 ３位 ▲11

竜南 ×31-89 ×35-57 ○61-39 ○62-29 8 ３位 城北 ×24-70 ×17-38 ×25-48 ×31-60 4

Ｃブロック Ｃブロック

TOHO 大里西 城北 宮竹 麻機 勝ち点 順位 西奈 富士見 伝馬 大里西 長田東 勝ち点 順位

TOHO ○30-27 ×29-39 ○43-28 ○76-17 10 ２位 西奈 ○30-13 ○45-4 ○33-16 ○94-5 12 1位

大里西 ×27-30 ×30-35 ○48-26 ○72-28 8 ３位 富士見 ×13-30 ○53-18 ○43-16 ○60-6 10 2位

城北 ○39-29 ○35-30 ○72-31 ○90-10 12 １位 伝馬 ×4-45 ×18-53 ×19-37 ○76-10 6

宮竹 ×28-43 ×26-48 ×31-72 ×0-20 4 大里西 ×16-33 ×16-43 ○37-19 ○58-15 8 3位

麻機 ×17-76 ×28-72 ×10-90 ○20-0 6 長田東 ×5-94 ×6-60 ×10-76 ×15-58 4

Ｄブロック Ｄブロック α β

番町 中田 駒形田町 葵 安東 勝ち点 順位 森下 長田西 麻機 服織 安東 中島 勝ち点 順位

番町 ×33-66 ×45-54 ○47-24 ○64-23 8 ３位 森下 ○32-18 ○61-11 6 ２位

中田 ○66-33 ×32-70 ○36-34 ○107-5 10 ２位 α 長田西 ×18-32 ○59-20 4 ３位

駒形田町 ○54-45 ○70-32 ○64-43 ○95-14 12 １位 麻機 ×11-61 ×20-59 2

葵 ×24-47 ×34-36 ×43-64 ○72-17 6 服織 ○65-29 ○65-13 6 1位

安東 ×23-64 ×5-107 ×14-95 ×17-72 4 β 安東 ×19-65 ○59-20 4

中島 ×13-65 ×25-53 2

Ｈ３０年度 県協会長杯　静岡市静岡地区ミニバスケットボール大会　予選リーグ 試合結果

（勝ち点）　　勝ち：３　　引き分け：２　　負け：１　　棄権：０
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