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を決める。すかさず弥生第二もリバウンドから速攻を仕掛け⑫のレイアップシュートが決まり同点。序盤から

両チームとも攻守に動き激しく、ファイターズは⑤が連続で個人技で攻め続ける。巧みなドリブルと体使いで

戦評用紙

Ａコート 　　東京都ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟　広報委員会

  　第39回東京都ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ優勝大会  開催日 平成28年9月19日（月）  会場　有明スポーツセンター

   男子　・　女子 弥生第二スポーツ少年団 ファイターズ

１Ｑ　関東大会出場をかけた決勝リーグ初戦。先制点はファイターズ、⑤一対一から仕掛けドリブルシュート

⑦ロングシュートが連続で決まり、２１－２０と逆転、弥生第二１点リードで前半を終了。

ディフェンスのマークを外して得点を重ねる。弥生第二は⑥⑧を中心にオフェンスを展開。⑥が４５度の

シュート、オフェンスリバウンド・シュートを連続で決め、⑧はインサイドを攻めて得点。８－５とリード。

ファイターズは、弥生第二の厳しいマークに遭いながらも⑤の個人技から攻撃の徹底し、終了間際のブザー

ビーターを含めて連続得点で８－９と逆転。ファイターズ１点リードで第１Ｑを終了。

２Ｑ　ファイターズ④の小柄だが素早い身のこなしからのドリブルシュートで得点し３点差に広げる。弥生第

二もパス回しから、スクリーンプレーでゴール下の⑤へのパスを通し連続得点につなげ、１２－１１と逆転。

試合はディフェンスの弥生第二、④⑥の個人技を軸としたオフェンスのファイターズと、チームの特色がで

た試合展開で、一進一退の攻防。終盤ファイターズは④が狭いスペースを潜り抜けて得点、⑥のカットインか

ら得たフリースローで、１７－２０と再度３点差とする。弥生第二は、残り１分を切った辺りから⑦ゴール下、

に徹底的にボールを集めて個人技で弥生第二のディフェンスを切り崩し追い掛ける。弥生第二は、⑥がファイ

３Ｑ　後半スタートから試合は激しく展開。弥生第二は開始直後にエンドスローインからゴール下の⑧へパス

を通して得点、弥生第二が３点リードする。ファイターズは、すぐさま⑤がスピードに乗ったドリブルから

ディフェンスを振り切り、個人技で連続得点し２３－２６と逆転。ファイターズの流れになりかけた時間帯に

弥生第二⑦がロングシュートを決め、リバウンドからの速攻も決まって２７－２６と逆転。試合は白熱した

シーソーゲームとなり、両チーム、ベンチ、応援席ともにコート上と同じく熱くなる。ファイターズ④がドリ

ブルシュートを決めれば、弥生第二⑥が同じくドリブルシュートを決め返す。残り時間わずかになった処で、

弥生第二⑤がゴール下をねじ込み得点、３１－２８と３点差で第３Ｑを終了。

ターズのディフェンスの隙をついて連続でカットインから得点を重ねて対抗。④⑧の速攻も決まり、この試合

初めて４３－３７と６点差をつける。残り1分を切ってファイターズも粘りをみせ、⑤が体を活かしたゴール

下シュートで得点を挙げるが、弥生第二は残り時間をパス、ドリブルで有効に使い切り４３－３９で僅少差の

試合を制した。チームディフェンスの弥生第二と、個人技に優れたファイターズと、チームカラーが色濃く反

４Ｑ　④⑤と個人能力を存分に活かしてオフェンスを軸に仕掛けるファイターズに、どこまで弥生第二のチー

ムディフェンスが持ちこたえる事が出来るかが終盤のポイント。ファイターズは開始からこれまでと同じ④⑤

映された一進一退の好ゲームで、一対一の攻防が随所に観れ最後まで見応えがあった。

ファイターズ
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第 2 試合

　対戦名 VS

開始後、田無がゴール下を支配し弥生が攻めあぐねる展開が続く。４Ｑの先制は残り５分、弥生⑤のリバウン

ドからの得点。すぐさま田無⑤のゴール下で反撃。弥生は⑥のドライブ⑧のポストプレーで得点するものの、

田無のディフェンスの圧力が強まり攻めあぐね残り3:40ら1:10まで得点できない時間帯が続く。この間に田無

はリバウンド、スチールからの速攻により④⑧が得点し逆転。その後も速攻が続き⑥⑧が得点を重ねる。

弥生は残り1:10で⑧のリバウンドで久々の得点。田無は引き続き速攻から④が得点。弥生は必死の反撃を試み

⑤のリバウンドで得点するも残り10秒。3点差試合終了。

記入者名

所属

戦評用紙

Ａコート 　　東京都ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟　広報委員会

  　第39回東京都ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ優勝大会  開催日 平成28年9月22日（木）  会場　江東区有明ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

２Ｑ

開始30秒で田無⑤がフリースローを2本決め同点とし、試合を振り出しに戻す。さらに田無⑤が鋭いドライブ

   男子　・　女子 弥生第二スポーツ少年団 田無ＨＯＯＰ

１Ｑ

１勝して関東大会に王手を掛けたい弥生第二と１敗して負けられない田無ＨＯＯＰの一戦。

序盤は田無⑦のゴール下④のドライブと連続得点でリード。弥生は残り4:40⑫の得点で反撃開始。

田無はビッグマン⑦のポストにボールを集めようとするも、弥生⑧が体を張ったディフェンスで容易に得点

を許さない。残り4:00以降弥生は⑥⑫を中心に得点を重ね、田無は④⑧⑭がバランスよくオフェンスを展開。

互いに譲らず弥生２点リードで１Ｑ終了。

ィフェンスリバウンドをことごとく取り、④のドライブからのバスケットカウント3点プレー、更にゴール下

で連続得点。⑤のドライブ⑦のリバウンドと得点を重ねついに同点。再び試合を振り出しに戻し３Ｑ終了。

からバスケットカウントの３点プレーで逆転。弥生は1分近く経過したところで④のフリースローから反撃を

開始。弥生はタイムアウト後身長差を生かして弥生⑤のポストにボールを集め連続得点で逆転。田無が攻め

あぐねる間に弥生は⑤⑦⑨が得点を重ねる。田無は残り1:20で⑦がフリースローを1本決め、さらに⑤のドラ

イブで反撃するも弥生７点リードで２Ｑ終了。

３Ｑ

後半に入り田無が、身長差を生かして徐々にゴール下を支配し始める。開始早々弥生⑥のドライブからの得点

でリードを広げようとするが田無⑧のゴール下の得点ですぐさま反撃。弥生は身長差をものともせずゴール下

で連続得点し⑦のロングシュートも決まる。田無はディフェンスリバウンドからの速攻が目立ち始め、⑧⑤④

が得点を重ねる。弥生は1:45の⑧のゴール下を最後に攻めあぐね得点なし。この間に青は身長差を活かしてデ

４Ｑ

最後まで互いに譲らない好試合であった。

田無ＨＯＯＰ
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Ｂコート 　　東京都ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟　広報委員会

が得点まで結びつけることができない。

   男子　・　女子 ファイターズ 光華

<１Ｑ>

ブレスを仕掛けるディフェンスをする。その後、光華９番が得点し２連続の得点となる。

４：１０、ファイターズ６番がドライブを仕掛けるが、光華の厳しいディフェンスに阻まれ得点することがで

光華の厳しいディフェンスとスピード感に、ファイターズのオフェンスが攻めきれず２Ｑが終わったように

思う。

得点となる。

光華はセンターラインあたりでボールを回しファイターズのディフェンスを引き付けドライブを仕掛ける

光華のボールからスタート。最初の得点は光華8番のドライブで決める。すぐさまファイターズも負け時と

得点を取り返す展開となった。

４：４４、光華のオフェンスはボールを回して展開し、光華１０番がミドルからのシュートを放ちファールを

得る。直後にファイターズも５番が外角のシュートを放ち応戦する。この時点で得点は６対６の同点たった。

３：０８、光華の６番と５番がファイターズ１０番に対してバックバックコートからプレスを仕掛けボールを

奪うが、得点できず。１：１２、同様に光華の６番と光華１０番がファイターズ５番に再度プレスを仕掛け

ボールを奪うがこれも得点できず。ファイターズは５番中心のオフェンス、光華は全員でオフェンスをする

プレースタイルだった。

＜２Ｑ＞

光華のボールから２Ｑがスタート。最初の得点は光華１３番のドライブだった。光華はセンターラインから

その後、ファイターズ５番はフリースローライン上でボールを貰いポストプレーを決め得点する。ファイター

ズは２連続の得点だった。このクォーターも光華はセンターライン当たりからボールを回しドライブを仕掛け

最後のクォーターはファイターズのボールからスタートする。開始早々、ファイターズ５番が４５度からの

シュートを決め得点する。ファイターズはバックコートから厳しいディフェンスを試み挽回のチャンスを伺う。

きない。残り１：００、ファイターズ４番が光華の厳しいディフェンスを潜り抜けシュートまで持っていくが

決めることができない。残り３０秒、ファイターズ４番がドライブで得点を決める。

るオフェンスを行う。

残り１：５０、ファイターズはタイムアウトを取り、挽回する作戦を練る。タイムアウト開けは、ファイター

＜３Ｑ＞

後半は光華ボールでスタートする。光華のスピード感は後半も衰えていないように見える。

３Ｑはファイターズの勢いが光華を少し上回っているように感じた。

＜４Ｑ＞

４：４５、光華の厳しいディフェンスでもファイターズ５番はゴールに向かってドライブを仕掛け、ファール

をもらうが、フリースローは惜しくも１本外してしまう。その後、ファイターズ４番が得点し２連続の

8

15

ズ、光華ともども点を取り合い、試合を終了。

ファイターズは、後半勢いを増してきたが挽回するするまでには至らなかった。
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第 4 試合

  　第39回東京都ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ優勝大会  開催日 平成28年9月22日（木）

　対戦名 VS

光華はガード陣がコートを広く使い落ち着いてゲーム・コントロールし、何とか逃げ切った。

記入者名

所属

開いたがそれで光華の集中力がやや切れたのか、流れは粘り続ける弥生第二に傾いていく。ルーズボールを拾った

④のリング下ショットに始まりクォーター終了までに弥生第二は⑧のインサイド絡みの８得点を含む１２得点の猛攻だった。

対する光華は④⑤のドライブなどによる５得点に留まり、３６対２５と光華の１１点のリードで最終クオーターを迎えた。

更にミドルショットを決めて連続得点、⑩がスティールからレイアップを決めてそれに続く。３１対１３と点差は１８点まで

フリースローを１本、続いて⑤がミドルショットを鮮やかに決めて９点差と突き放そうとする。

弥生第二も諦めることなく粘り抜き、⑧が獲得したフリースローは惜しくも２本とも失敗したが、強気で攻めた⑤が

ドライブをねじ込み、更には⑦が速攻でレイアップを決めてついに５点差と迫る。

３Ｑ半ばまで際立っていた光華の連携の良いオフェンスと激しいディフェンス、試合終盤にかけての弥生第二の気迫に

満ちた巻き返しは、関東大会出場をかけた決勝リーグにふさわしいものであった。両チームの健闘を称えたい。

初得点をあげる。光華はターンオーバーが続いてしまう一方で、弥生第二は⑧のインサイドで攻めを作ろうとしても光華

の激しいディフェンスに苦しみ得点できない。弥生第二がようやく⑫の速攻で追加得点をあげると、光華は⑤が入れ返し、

光華⑩のミドルショットに対しては、弥生第二⑥がミドルでお返しするなど、お互いに相手を突き放せない。

しかし光華⑥がバスカンからボーナススローも決めると流れが光華に傾き、⑤のドライブ、ミドルショット、フリースロー１本

とたたみかける。弥生第二はその間、光華のダブルチームや速いカバー・ローテーションにパスミスを連発し、

４Ｑ　弥生第二は流れを手放さず、⑦・⑧がフリースローを各１本、⑤が上手いドライブ・フィニッシュで追加得点して

２２対８となったところで弥生第二がたまらずタイムアウト（残り２分５０秒）を取る。直後のエンドスローインで⑤がリング下

で得点、続いてポストプレイで得たフリースローを１本決める。光華は逆にシュートが落ち始めてプレイがギクシャクし、

２４対１１と点差はほぼダブルスコアまで拡がった。

３Ｑ　最初の得点は弥生⑦のミドルであったが、その後は光華の激しいディフェンスの前にミスが続いた。光華は多彩な

40 35 弥生第二光華
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12

ショット続いて④がスティールからレイアップを決め点差を開こうとする。弥生第二は⑤にボールを集め、期待に応えて

残り１分弱でタイムアウトを取る。お互いミスが多いが、クオーター終了間際に光華⑫がルーズボールからの速攻で得点、

２Ｑ　機動力に秀でたチーム同士、速いタイミングでシュートに持ち込む展開が続く。最初の得点は光華⑨のミドル

ドライブを決めるが光華は⑪のポストプレイ、⑬から⑫への合わせ、⑬のドライブと連続得点を果たす。

７点差になる。光華は⑪が粘りに粘った末にフリースローを１本決めるが、弥生第二⑥がドライブで返し、ついには６点差。

インサイドの守りを固める弥生第二に対し、光華は時間を使い粘り強く攻め、⑤から④への合わせで得た

攻めで得点を積み上げていく。⑪がドライブで得たフリースローを１本、リバウンドからのフリースローを２本、

戦評用紙

Ａコート 　　東京都ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟　広報委員会

   男子　・　女子 光華 弥生第二スポーツ少年団

１Ｑ　ティップオフは光華ボール、長身の㉑がインサイドで粘るが決め切れず、逆に弥生第二はスティールから⑥が

  会場　江東区有明ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

結局１２対６と光華リードで終了。
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　対戦名 VS
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戦評用紙

Ｂコート 　　東京都ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟　広報委員会

開始1：40秒、ファイターズの流れをたち切るような感じで田無がタイムアウト。

   男子　・　女子 田無ＨＯＯＰ ファイターズ

1Ｑ

タイムアウト後もファイターズは④がドライブインを試みるが決まらず、逆に田無に連続で得点されてしまう。

ファイターズも終了間際連続で得点するが、28-19と田無リードで前半が終了。

田無ボールで開始。すかさず⑦がゴール下を決める。ファイターズは攻守にやや押され気味となり、

リバウンドは田無⑦に支配されはじめる。開始1：14でファイターズがタイムアウトを請求して立て直しを

４Ｑ

開始1分20秒位まで互いに得点できずにいたが、ファイターズ④が連続で決めて最終Ｑの追い上げが始まった。

決勝リーグ１勝１敗の田無ＨＯＯＰ対２敗のファイターズの対戦。

ティップオフは田無ボールでスタート。ファイターズ⑤のジャンパーで先制。田無も⑦のポストプレイが

決まり動き出す。ファイターズは⑤がきれいなジャンパーを決めるも田無は⑧のミドルシュート、

⑦のローポストからのターンシュートが連続で決まる。ファイターズは⑤の果敢な攻めが光っていたが、

今一歩決めきれず10-9と田無1点リードで1Ｑ終了。

２Ｑ

開始早々はお互いに速い攻めで1ゴールずつ決める。田無は小柄な⑧がロングシュートを決めて3点差。

ファイターズは④のドライブインで応戦する。その後リバウンドボールからの速い展開で田無が連続で

レイアップを決めて加点する。開始3分、20-13となりファイターズがタイムアウト。　

田無ＨＯＯＰは決勝リーグ2勝1敗として創部以来初の関東大会出場推薦の権利を得た。

ファイターズは⑤のジャンパーで得点し最後まで諦めないプレイを展開するも、田無はカットボールからの

速攻や⑤のドライブインなどで連続で得点していき、59-44で田無が勝利した。

３Ｑ

計る。しかしその後も流れは変わらず田無が連続して得点していく。

その後ファイターズは④⑤が速い展開で持ち込み相手のファールを誘い粘るプレイが出始める。

タイムアウト後、田無④のドライブインにファイターズのハードコンタクトなファールがあったが、

④は痛がりながらも立ち上がりフリースローを1本決める。

攻守交代しながら、46-32と田無が点差を広げて3Ｑ終了。
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チーム名 得点 得点 チーム名
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