
１．期日　　　　　１．期日　　　　　１．期日　　　　　１．期日　　　　　      平成２４年２月４日（土）      平成２４年２月４日（土）      平成２４年２月４日（土）      平成２４年２月４日（土）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

      平成２４年２月５日（日）      平成２４年２月５日（日）      平成２４年２月５日（日）      平成２４年２月５日（日）

ミニミニミニミニ 挙母挙母挙母挙母 高岡高岡高岡高岡 前山前山前山前山 高橋高橋高橋高橋 五ヶ丘五ヶ丘五ヶ丘五ヶ丘 逢妻逢妻逢妻逢妻 合計合計合計合計 クラブクラブクラブクラブ 強化強化強化強化 ＫＢＢＫＢＢＫＢＢＫＢＢ 足助足助足助足助 藤岡藤岡藤岡藤岡 合計合計合計合計

1・21・21・21・2 ○○○○○○○○ ○○○○ 3333

３・４３・４３・４３・４ ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○ 8888

男子男子男子男子 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 6666 男子男子男子男子 ○ ○ ○ ○ ○○○○ ○○○○ ×××× 3333

女子女子女子女子 ○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 7777 女子女子女子女子  ○  ○  ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○○○○ ×××× 3333

ＪｒＪｒＪｒＪｒ 豊田豊田豊田豊田 前林前林前林前林 WindsWindsWindsWinds ｼｪﾝﾛﾝｼｪﾝﾛﾝｼｪﾝﾛﾝｼｪﾝﾛﾝ 益富益富益富益富 ＫＢＢＫＢＢＫＢＢＫＢＢ 藤南藤南藤南藤南 幸田幸田幸田幸田 合計合計合計合計

男子男子男子男子 ○○○○ ×××× ーーーー ○ ○○ ○○ ○○ ○ ーーーー ○○○○○○○○ 　ー　ー　ー　ー ○○○○ 6666

女子女子女子女子 ×××× ○○○○ ○○○○ ーーーー ○○○○ ーーーー ○○○○ ○○○○ 5555

４．　　　１・２年組み合わせ（３チーム：高橋・高岡Ａ・高岡Ｂ）４．　　　１・２年組み合わせ（３チーム：高橋・高岡Ａ・高岡Ｂ）４．　　　１・２年組み合わせ（３チーム：高橋・高岡Ａ・高岡Ｂ）４．　　　１・２年組み合わせ（３チーム：高橋・高岡Ａ・高岡Ｂ） ４０分４０分４０分４０分

③③③③

①①①①

②②②②

５．　　　３・４年組み合わせ（８チーム）５．　　　３・４年組み合わせ（８チーム）５．　　　３・４年組み合わせ（８チーム）５．　　　３・４年組み合わせ（８チーム） ５０分５０分５０分５０分

高橋・前山Ａ・前山Ｂ・高岡Ａ・高岡Ｂ・高岡Ｃ・逢妻Ａ・逢妻Ｂ高橋・前山Ａ・前山Ｂ・高岡Ａ・高岡Ｂ・高岡Ｃ・逢妻Ａ・逢妻Ｂ高橋・前山Ａ・前山Ｂ・高岡Ａ・高岡Ｂ・高岡Ｃ・逢妻Ａ・逢妻Ｂ高橋・前山Ａ・前山Ｂ・高岡Ａ・高岡Ｂ・高岡Ｃ・逢妻Ａ・逢妻Ｂ

17 16 31 14

23232323 10101010 41414141 7777 5555 27272727 35353535 16161616

51 6 8 18

６．クラブ組み合わせ（男子３チーム・女子３チーム）６．クラブ組み合わせ（男子３チーム・女子３チーム）６．クラブ組み合わせ（男子３チーム・女子３チーム）６．クラブ組み合わせ（男子３チーム・女子３チーム） ６０分６０分６０分６０分

男子：男子：男子：男子： ｸﾗｳﾝ・ＫＢＢ・足助ｸﾗｳﾝ・ＫＢＢ・足助ｸﾗｳﾝ・ＫＢＢ・足助ｸﾗｳﾝ・ＫＢＢ・足助 女子：女子：女子：女子： カローラ・ＫＢＢ・足助カローラ・ＫＢＢ・足助カローラ・ＫＢＢ・足助カローラ・ＫＢＢ・足助

③③③③ ③③③③

①①①① ①①①①

②②②② ②②②②

７．一般教室組み合わせ（男子６チーム）７．一般教室組み合わせ（男子６チーム）７．一般教室組み合わせ（男子６チーム）７．一般教室組み合わせ（男子６チーム） ６０分６０分６０分６０分

男子：男子：男子：男子： 挙母・高岡・前山・高橋・五ケ丘・逢妻挙母・高岡・前山・高橋・五ケ丘・逢妻挙母・高岡・前山・高橋・五ケ丘・逢妻挙母・高岡・前山・高橋・五ケ丘・逢妻

④④④④ ⑥⑥⑥⑥

②②②② ③③③③

⑤⑤⑤⑤ ①①①①

８．一般教室組み合わせ（女子７チーム）８．一般教室組み合わせ（女子７チーム）８．一般教室組み合わせ（女子７チーム）８．一般教室組み合わせ（女子７チーム） ６０分６０分６０分６０分

女子：女子：女子：女子： 挙母・高岡・前山Ａ・前山Ｂ・高橋・五ケ丘・逢妻挙母・高岡・前山Ａ・前山Ｂ・高橋・五ケ丘・逢妻挙母・高岡・前山Ａ・前山Ｂ・高橋・五ケ丘・逢妻挙母・高岡・前山Ａ・前山Ｂ・高橋・五ケ丘・逢妻

33333333 17171717 82828282 16161616

②②②②

⑥⑥⑥⑥

③③③③

47 21

×　３９－６０×　３９－６０×　３９－６０×　３９－６０

前山Ａ前山Ａ前山Ａ前山Ａ

逢妻逢妻逢妻逢妻

26262626

ＫＢＢＫＢＢＫＢＢＫＢＢ

前山Ａ前山Ａ前山Ａ前山Ａ 高橋高橋高橋高橋

クラウンクラウンクラウンクラウン

×　２２－４６×　２２－４６×　２２－４６×　２２－４６

男子Ⅱ男子Ⅱ男子Ⅱ男子Ⅱ

高岡高岡高岡高岡

足助足助足助足助

カローラカローラカローラカローラ

25252525

○　６０－３９○　６０－３９○　６０－３９○　６０－３９

第５回　豊田市スポーツ少年団ミニバスケットボールクラブ交流試合  結果   第５回　豊田市スポーツ少年団ミニバスケットボールクラブ交流試合  結果   第５回　豊田市スポーツ少年団ミニバスケットボールクラブ交流試合  結果   第５回　豊田市スポーツ少年団ミニバスケットボールクラブ交流試合  結果   

豊田市畝部東町稲荷２５番地　２１－２２３２  豊田市畝部東町稲荷２５番地　２１－２２３２  豊田市畝部東町稲荷２５番地　２１－２２３２  豊田市畝部東町稲荷２５番地　２１－２２３２  柳川瀬公園体育館柳川瀬公園体育館柳川瀬公園体育館柳川瀬公園体育館

代表者会議　　　９時００分代表者会議　　　９時００分代表者会議　　　９時００分代表者会議　　　９時００分

試合　ミニ（低学年）　９：３０～１５：００　ミニ（クラブ）　１５：００～２１：００試合　ミニ（低学年）　９：３０～１５：００　ミニ（クラブ）　１５：００～２１：００試合　ミニ（低学年）　９：３０～１５：００　ミニ（クラブ）　１５：００～２１：００試合　ミニ（低学年）　９：３０～１５：００　ミニ（クラブ）　１５：００～２１：００

２．会場２．会場２．会場２．会場

高岡Ｃ高岡Ｃ高岡Ｃ高岡Ｃ高岡Ａ高岡Ａ高岡Ａ高岡Ａ 逢妻Ａ逢妻Ａ逢妻Ａ逢妻Ａ前山Ｂ前山Ｂ前山Ｂ前山Ｂ

男子男子男子男子 クラウンクラウンクラウンクラウン 足助足助足助足助

98

女子女子女子女子 足助足助足助足助

３．参加３．参加３．参加３．参加

代表者会議　　　９時００分代表者会議　　　９時００分代表者会議　　　９時００分代表者会議　　　９時００分

試合　ミニ（高学年）　９：３０～１５：００　　　ジュニア　１５：００～２１：００試合　ミニ（高学年）　９：３０～１５：００　　　ジュニア　１５：００～２１：００試合　ミニ（高学年）　９：３０～１５：００　　　ジュニア　１５：００～２１：００試合　ミニ（高学年）　９：３０～１５：００　　　ジュニア　１５：００～２１：００

※３Q制（５分流し：フリースローは時間を止める）※３Q制（５分流し：フリースローは時間を止める）※３Q制（５分流し：フリースローは時間を止める）※３Q制（５分流し：フリースローは時間を止める）

挙母挙母挙母挙母

24242424

○　４４－３７○　４４－３７○　４４－３７○　４４－３７

カローラカローラカローラカローラ

※４Q制（６分流し：フリースローは時間を止める）※４Q制（６分流し：フリースローは時間を止める）※４Q制（６分流し：フリースローは時間を止める）※４Q制（６分流し：フリースローは時間を止める）

ハーフタイム＋フリースロー15人×１本ハーフタイム＋フリースロー15人×１本ハーフタイム＋フリースロー15人×１本ハーフタイム＋フリースロー15人×１本

ＫＢＢＫＢＢＫＢＢＫＢＢ

15151515 17171717

×　３３－６８×　３３－６８×　３３－６８×　３３－６８ ×　３３－５０×　３３－５０×　３３－５０×　３３－５０

※４Q制（５分流し：フリースローは時間を止める）※４Q制（５分流し：フリースローは時間を止める）※４Q制（５分流し：フリースローは時間を止める）※４Q制（５分流し：フリースローは時間を止める）

ハーフタイム＋フリースロー15人×１本ハーフタイム＋フリースロー15人×１本ハーフタイム＋フリースロー15人×１本ハーフタイム＋フリースロー15人×１本

4

10

5

11

6 7

女子Ⅰ女子Ⅰ女子Ⅰ女子Ⅰ 挙母挙母挙母挙母 逢妻逢妻逢妻逢妻 前山Ａ前山Ａ前山Ａ前山Ａ

ＫＢＢＫＢＢＫＢＢＫＢＢ

高岡Ｂ高岡Ｂ高岡Ｂ高岡Ｂ

○　１２－８○　１２－８○　１２－８○　１２－８ ×　６－９×　６－９×　６－９×　６－９

逢妻Ｂ逢妻Ｂ逢妻Ｂ逢妻Ｂ

○　６－４○　６－４○　６－４○　６－４ ○　９－６○　９－６○　９－６○　９－６

高岡Ｂ高岡Ｂ高岡Ｂ高岡Ｂ

1111 3333

×　４－６×　４－６×　４－６×　４－６ ×　８－１２×　８－１２×　８－１２×　８－１２

12121212 14141414

③ ⑧

2222

×　２６－３５×　２６－３５×　２６－３５×　２６－３５

高橋高橋高橋高橋

高岡Ａ高岡Ａ高岡Ａ高岡Ａ

高岡Ｂ高岡Ｂ高岡Ｂ高岡Ｂ

高橋高橋高橋高橋 高岡Ａ高岡Ａ高岡Ａ高岡Ａ

② ⑤

足助足助足助足助

13131313

○　４６－２２○　４６－２２○　４６－２２○　４６－２２ ○　５３－４４○　５３－４４○　５３－４４○　５３－４４

ＫＢＢＫＢＢＫＢＢＫＢＢ

○　３５－２６○　３５－２６○　３５－２６○　３５－２６ ×　４４－５３×　４４－５３×　４４－５３×　４４－５３

16161616

○　６８－３３○　６８－３３○　６８－３３○　６８－３３ ○　５３－３６○　５３－３６○　５３－３６○　５３－３６

○　５０－３３○　５０－３３○　５０－３３○　５０－３３ ×　３６－５３×　３６－５３×　３６－５３×　３６－５３

※４Q制（６分流し：フリースローは時間を止める）※４Q制（６分流し：フリースローは時間を止める）※４Q制（６分流し：フリースローは時間を止める）※４Q制（６分流し：フリースローは時間を止める）

ハーフタイム＋フリースロー15人×１本ハーフタイム＋フリースロー15人×１本ハーフタイム＋フリースロー15人×１本ハーフタイム＋フリースロー15人×１本

男子Ⅰ男子Ⅰ男子Ⅰ男子Ⅰ 高岡高岡高岡高岡 高橋高橋高橋高橋 前山前山前山前山 五ケ丘五ケ丘五ケ丘五ケ丘 逢妻逢妻逢妻逢妻 挙母挙母挙母挙母

21212121 23232323

×　１１－８９×　１１－８９×　１１－８９×　１１－８９

高岡高岡高岡高岡

18181818 20202020

五ケ丘五ケ丘五ケ丘五ケ丘

×　１２－７３×　１２－７３×　１２－７３×　１２－７３ ○　３８－３４○　３８－３４○　３８－３４○　３８－３４ ×　１８－３１×　１８－３１×　１８－３１×　１８－３１

高橋高橋高橋高橋

19191919 22222222

○　７３－１２○　７３－１２○　７３－１２○　７３－１２ ○　６８－２８○　６８－２８○　６８－２８○　６８－２８ ○　３１－１８○　３１－１８○　３１－１８○　３１－１８ ×　１４－８３×　１４－８３×　１４－８３×　１４－８３

逢妻逢妻逢妻逢妻

○　８３－１４○　８３－１４○　８３－１４○　８３－１４

挙母挙母挙母挙母前山前山前山前山

×　３７－４４×　３７－４４×　３７－４４×　３７－４４ ×　１７－５８×　１７－５８×　１７－５８×　１７－５８

×　３４－３８×　３４－３８×　３４－３８×　３４－３８ ×　２８－６３×　２８－６３×　２８－６３×　２８－６３ ○　８９－１１○　８９－１１○　８９－１１○　８９－１１

30303030

五ケ丘五ケ丘五ケ丘五ケ丘

○　５８－１７○　５８－１７○　５８－１７○　５８－１７ 29292929

27272727 28282828

④④④④

高橋高橋高橋高橋

48 52

①①①① ⑦⑦⑦⑦⑤⑤⑤⑤

※４Q制（６分流し：フリースローは時間を止める）※４Q制（６分流し：フリースローは時間を止める）※４Q制（６分流し：フリースローは時間を止める）※４Q制（６分流し：フリースローは時間を止める）

ハーフタイム＋フリースロー15人×１本ハーフタイム＋フリースロー15人×１本ハーフタイム＋フリースロー15人×１本ハーフタイム＋フリースロー15人×１本

前山Ｂ前山Ｂ前山Ｂ前山Ｂ

順位決定について

２リーグに分かれ、決定戦を行わないの

で、順位を下記のとおりとする。

①勝数の多い方が上位

②勝数が同じ時は得失点差の大きい方

を上位とする。

順位①～⑧で表記した。

⑦ ① ④ ⑥


