
開催⽇ 平成　31年　3⽉　2⽇　（⼟）
会   場 このはなアリーナ　　（開場︓８︓００、受付︓８︓１５、監督会議︓８︓３０）

１．参加チーム

招待 富⼠吉⽥選抜
（⼭梨県）

東濃地区選抜
（岐⾩県）

桑員地区選抜
（三重県）

東部 駿東教室 東部中央選抜 岳南選抜
中部 清⽔教室 静岡選抜 志太榛原選抜
⻄部 磐⽥選抜 浜松選抜 天⻯浜名湖選抜

２．ブロック分け（各ブロックの１位は決勝戦へ進出）
ブロック Ａ－１ Ａ－２ Ｂ－１ Ｂ－２

⽀部Ⅰ-１ 招待-１ 招待-２ 招待-３

東部中央選抜 東濃地区選抜 富⼠吉⽥選抜 桑員地区選抜

⽀部Ⅱ-１ ⽀部Ⅲ-２ ⽀部Ⅰ-２ ⽀部Ⅱ-３

清⽔教室 天⻯浜名湖選抜 岳南選抜 静岡選抜

⽀部Ⅲ-１ ⽀部Ⅱ-２ ⽀部Ⅲ-３ ⽀部Ⅰ-３

磐⽥選抜 志太榛原選抜 浜松選抜 駿東教室

３．対戦表
ブロック

8:30 練習 東部中央選抜 富⼠吉⽥選抜 東濃地区選抜 桑員地区選抜
8:45 練習 浜松選抜 岳南選抜 駿東教室 静岡選抜
9:00 練習 磐⽥選抜 清⽔教室 志太榛原選抜 天⻯浜名湖選抜

対戦 磐⽥選抜 清⽔教室 志太榛原選抜 天⻯浜名湖選抜

ＴＯ 富⼠吉⽥選抜 桑員地区選抜

対戦 浜松選抜 岳南選抜 駿東教室 静岡選抜

ＴＯ 清⽔教室 天⻯浜名湖選抜

対戦 東部中央選抜 磐⽥選抜 東濃地区選抜 志太榛原選抜

ＴＯ 岳南選抜 静岡選抜

対戦 富⼠吉⽥選抜 浜松選抜 桑員地区選抜 駿東教室

ＴＯ 磐⽥選抜 志太榛原選抜

対戦 清⽔教室 東部中央選抜 天⻯浜名湖選抜 東濃地区選抜

ＴＯ 浜松選抜 駿東教室

対戦 岳南選抜 富⼠吉⽥選抜 静岡選抜 桑員地区選抜

ＴＯ 東部中央選抜 東濃地区選抜

対戦 A-1　1位 A-2　1位 B-1　1位 B-2　1位

ＴＯ
17:05 閉会式（表彰式）

7 15:45

6 14:40

5 13:35

4 12:30

3 11:25

2 10:20

1 9:15

第１２回　静岡県ミニバスケットボール　ドリームマッチ　組合せ　＜男⼦＞

①

②

③

Ａコート Ｂコート



開催⽇ 平成　31年　3⽉　2⽇　（⼟）
会   場 このはなアリーナ　　（開場︓８︓００、受付︓８︓１５、監督会議︓８︓３０）

１．参加チーム

招待 富⼠吉⽥選抜
（⼭梨県）

東濃地区選抜
（岐⾩県）

桑員地区選抜
（三重県）

東部 駿東教室 東部中央選抜 岳南選抜
中部 清⽔教室 静岡選抜 志太榛原選抜
⻄部 磐⽥選抜 浜松選抜 天⻯浜名湖選抜

２．ブロック分け（各ブロックの１位は決勝戦へ進出）
ブロック Ｃ－１ Ｃ－２ Ｄ－１ Ｄ－２

⽀部Ⅰ-１ 招待-１ 招待-２ 招待-３

天⻯浜名湖選抜 東濃地区選抜 富⼠吉⽥選抜 桑員地区選抜

⽀部Ⅱ-１ ⽀部Ⅲ-２ ⽀部Ⅰ-２ ⽀部Ⅱ-３

静岡選抜 東部中央選抜 磐⽥選抜 志太榛原選抜

⽀部Ⅲ-１ ⽀部Ⅱ-２ ⽀部Ⅲ-３ ⽀部Ⅰ-３

駿東教室 清⽔教室 岳南選抜 浜松選抜

３．対戦表
ブロック

8:30 練習 天⻯浜名湖選抜 富⼠吉⽥選抜 東濃地区選抜 桑員地区選抜
8:45 練習 岳南選抜 磐⽥選抜 浜松選抜 志太榛原選抜
9:00 練習 駿東教室 静岡選抜 清⽔教室 東部中央選抜

対戦 駿東教室 静岡選抜 清⽔教室 東部中央選抜

ＴＯ 富⼠吉⽥選抜 桑員地区選抜

対戦 岳南選抜 磐⽥選抜 浜松選抜 志太榛原選抜

ＴＯ 静岡選抜 東部中央選抜

対戦 天⻯浜名湖選抜 駿東教室 東濃地区選抜 清⽔教室

ＴＯ 磐⽥選抜 志太榛原選抜

対戦 富⼠吉⽥選抜 岳南選抜 桑員地区選抜 浜松選抜

ＴＯ 駿東教室 清⽔教室

対戦 静岡選抜 天⻯浜名湖選抜 東部中央選抜 東濃地区選抜

ＴＯ 岳南選抜 浜松選抜

対戦 磐⽥選抜 富⼠吉⽥選抜 志太榛原選抜 桑員地区選抜

ＴＯ 天⻯浜名湖選抜 東濃地区選抜

対戦 C-1　1位 C-2　1位 D-1　1位 D-2　1位

ＴＯ
17:05 閉会式（表彰式）

7 15:45

6 14:40

5 13:35

4 12:30

3 11:25

2 10:20

1 9:15

Ｄコート

第１２回　静岡県ミニバスケットボール　ドリームマッチ　組合せ　＜⼥⼦＞

①

②

③

Ｃコート


