
第 5 試合

　対戦名 vs

青も④のロングシュートで応酬する。白のファウルで青がエンドスローを得ると、青⑦がゴール下ショットを

惜しくも決まらず、旭光３９ー城東４０で試合終了。決勝リーグに相応しい一進一退の白熱した試合だった。

記入者氏名

所属

ットを決め、フリースローも決め青２ー白３とする。続けて白④がドライブからショットを決める。

青は⑧にディフェンスが３人寄り、なかなかインサイドで攻められない。青④が遠方のジャンプショットを
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１Ｑ　　城東（青）が④のジャンプショットで先制。高松（白）もドライブを仕掛け相手ファールを誘いショ   

そのままショットを決め、白１０ー青１８とする。続けて、青⑦がゴール下のショットも決める。その後白も

速攻から⑦、スティールから⑨と連続で得点。残り１２秒で青⑦がフリースローを得て１本決める。最後に白

決める。更に青⑧のポストプレイに白がファウル。スローインを得るも攻めきれない。その後青⑩のシュート

のリバウンドを青⑧が拾いゴール下を決めるも、白⑪がすぐにジャンプショットを入れ返す。青はポストへデ

ィフェンスが寄るのを逆手に取りノーマークの青⑭へパスが通り、ゴール下でショットを決める。

２Ｑ

青のスローインからスタート。青⑦がゴール下ショットを決め、さらに白に対しショットブロックを成功させ

る。続けて青のドライブからのシュートは外れるが、青⑦がリバウンドを取りゴール下でショットファウルを

誘いフリースローを１本決める。続けて青⑰のジャンプショットが決まり、さらに青⑫が相手のターンオーバ

ーからレイアップを決めると、白がタイムアウトを請求。タイムアウト明け青ボールからスタートすると、青

⑤のスクープショットが決まる。白もリバウンド争いからファウルを誘い、白⑦がショットを決め１スローを

得るがフリースローは決まらない。青は⑰がバックコートからフロントコートまでドリブルでボールを運ぶと

４Ｑ

⑦のジャンプショットが決まり、前半は、城東が５点リードで終了。

３Ｑ

青のスローインからスタート。白④のジャンプショットで先制。しかし白⑥のリバウンドファウル、直後に青

もファウルを犯し、この時間帯両チーム共ファウルがかさむ。そんな中、白⑤のショットが落ちるも白⑭がリ

バウンドをもぎ取り、相手のショットファウルからフリースローを得るも２本とも決まらない。青は⑦がジャ

ンプショットを決めると、白⑦も負けじと入れ返す。残り3:14で白２０ー青２３。青④のドライブに白がファ

青は残り３０秒でタイムアウト請求。再開後、白はオールコートで激しいプレッシャーをかけ、青からボール

を奪うと直後に白がファウルを犯す。残り７.５秒で白のスローインとなるが、終了間際の白⑦のショットが

ウルし、青④がフリースローを得てきっちり２本決める。白⑦の巧みなドリブルからジャンプショットが決ま

る。更に白⑦がドライブを仕掛け、自らリバウンドを取りショットを決める。その後も白⑦は果敢にドライブ

開始後、白⑦のショットリバウンドを白⑭が拾い、ゴール下を決める。さらにスティールから白⑦のブレイク

が決まり白がリードする。続けて白５のドライブが決まる、青は積極的に攻めるがショットが決まらず苦しい

展開になる。ここから両者激しいトランジションが始まり、攻守が目まぐるしく入れ替わる。白のファウルで

青⑩がフリースローを得て２本とも決め、白３５ー青３１。白は⑦の巧みな１対１からショットを決めるが、

を仕掛けて相手のファウルを誘う。フリースローを１本決める。白⑥のショットが決まり白２７ー青２５。

青も⑦の連続得点で逆転するが、粘る白は⑦のドライブで同点とし、第３ピリオド終了。

ねじ込む。さらに青⑩がロングシュートを決め、３７−３７の同点。白⑭のリバウンドシュートに青がファウ

ルし、白フリースローを得るも決められない。しかし残り1:40、白⑥がゴール下を決める。青も⑦がショット

ファウルを誘いフリースローを得て１本決める。更に青⑤のロングシュートが決まって白３９−青４０とする。
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３Ｑ

開始早々、高松④がスクリーンからゴール下へ切れ込みシュートを決める。続けて⑦がフリースローを得て、

１本決め24－９と追い上げる。旭光は、早いボール回しから④→⑤→⑭と回して、ゴール下フリーの⑦へパス

を通してシュートを決める。旭光はガード陣がスピーディーに試合を運び、⑭のポストプレーへのパス通し、

ディフェンス・リバウンド獲得後の早いボール裁きで速攻を仕掛けるなど、多彩な攻撃を続ける。高松は攻撃

が単調になり得点を挙げることが出来ない時間帯が続くが、⑦が個人技で旭光ディフェンスを突破して得点を

挙げる。高松は反撃に出掛かったところで、旭光選手へアンスポ･ファールを犯し、自分たちのリズムに持ち

込めない。旭光は、得点源の④⑦⑭にボールを集めて効率的に得点を重ねて高松の追い上げを許さない。

４Ｑ

旭光は、終盤になっても試合で有効だった④⑤から⑭へのパスを、制限区域内に自在に供給し続け、得点を

重ねる。⑭は試合を通じて攻守にリバウンドを制して、味方のロング、ミドルのシュートが外れてもリバウン

ドに飛び込み、ゴール下の頑張りから得点を挙げる。高松は最後まで旭光のディフェンスに苦しみ、④のボー

ル保持から試合を展開するが、得点が④の個人技に頼るものが多く得点を伸ばせない。終盤、高松⑮が見事な

ロングシュートを決めるが、大勢を覆すことは出来なかった。旭光は残り0：49でタイムアウト。

最後のプレーを確認。④がボールコントロール、時間を使い切る直前にドライブインからシュートを決めて、

記入者氏名
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ール下混戦からシュートを決め０－３と、試合開始早々は高松がリード。旭光は④のミドルシュートが外れる

が長身の⑭がリバウンドを制し、シュートするも高松ファール。フリースローを正確に２本とも決め２－３。
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ム膠着状況が続き得点が動かず、高松が残り3：34でタイムアウト。再開後、高松はボール保持でイージーミス

が続きリズムに乗れず。逆に旭光は、相手ミスのターンオーバーから速攻に繋げ得点を重ねる。旭光⑧はゴー

旭光は、⑥、⑭、⑬が立て続けにフリースローを得て、三人とも１本決めて７－３。旭光は④の個人技、⑭の

オフェンス・リバウンドからのシュートと続き、ゲームを優位に展開する。高松は、④を中心にスクリーン・

   男子　・　女子 旭光ミニバスケットボールクラブ 高松ミニバスクラブ

１Ｑ

両チーム共決勝リーグ初戦に敗れ、関東大会出場を懸けて負けられない一戦。ティップ･オフのボールは高松。

高松④ドリブルで切れ込みシュートするもファールを受け、フリースローを１本決め先制。続けて高松④はゴ

その後旭光は、④のスピードに乗ったドリブルからゲームメーク。⑭のポストプレーにボールを集め、シュー

トを決め４－３と逆転。高松は、旭光ガード陣のスピードにディフェンスが受けてしまいファールが重なる。

プレーを使って攻め続けるが、旭光⑭の二度のシュートブロックにあって得点を挙げることが出来ない。

２Ｑ

高松は、開始直後ボール回しからゴール下を攻め込むが、シュートが２度３度とリングに嫌われ続ける。

旭光は、⑦が個人技でインサイドに切れ込みシュートを決め14－３と高松を突き離す。その後しばらく両チー

ル下の頑張りでオフェンス･リバンドを制して３本続けてシュートを決める。高松は、⑤フリースロ１本、

終了間際にハイポストからのシュートが決まるも、前半は旭光が攻守で優位に試合を支配して得点を重ね、

24-6と思わぬ大差がついた。

50-23で終了。快勝の旭光は１勝１敗となり、Ｇ・レジェンド戦に関東大会出場への望みを繋いだ。
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城東ボールをフロントコートへ運ばせず、カットからのＧ-Ｌ④速攻が決まる。城東⑩もミドルからの

ジャンプシュート、城東⑥がロングシュートを決めるが、厳しいＧ-Ｌのディフェンスにインサイドまで

攻め込めない。両チームの⑧は長身ながら、ボールさばきも上手く、ドライブ、ステップ共にレベルが高い。

城東が４ファールとなりＧ-Ｌ⑥がフリースロー２本を決めリードした。残り１分、城東⑩の０度からの

ミドルシュートが決めたが、Ｇ-Ｌの厳しいディフェンスに城東のシュートはなかなか決める事ができない。

更に、Ｇ-Ｌ④に残り１秒でロングシュートを決められてしまい、点差１１点で１Ｑ終了。

２Ｑ　 １Ｑからの勢いでＧ-Ｌ⑤が立て続けにドライブからのシュートを決める。Ｇ-Ｌ⑦のスピンムーブ

からのバスカンは、会場を沸かせ、また徐々に点差が離れる。城東はインサイドだけに頼らず、素早いパス

回しでリズムを作って立て直し、城東⑤がロングシュートを決めた。しかしすぐに速攻Ｇ-Ｌ⑤のドリブル

シュート。城東もスペースをうまく使って、素早いボールさばきでタイミングを計り、確実に得点を狙う。

Ｇ-Ｌ⑤がドライブからのミドルシュートを決めるが、４年生の城東⑱がきれいなロングシュートを

決めたところから、城東に勢いがつく。Ｇ-Ｌ⑦が速攻ドライブが決まるが、城東⑰がショットファール

からのフリースローを１本決め、城東⑫のシュートが決まり、１Ｑの点差が響くものの、２Ｑでは１点差と

健闘して前半終了。

４Ｑ　　Ｇ-Ｌボールからスタート。開始４０秒でＧ-Ｌ⑤のバスカン、Ｇ-Ｌ⑧のステップインからの

シュートが決まり、Ｇ-Ｌの勢いは止まらないかと思われた時、城東⑦のユーロステップからのバスカン、

しっかり1ショット決め、更に城東⑧が立て続けに３回連続でショットブロックというスーパープレー。

会場を大きく沸かせ、城東のメンタルの強さに会場全体が引き付けられた。２分１６秒でタイムアウト。

城東⑦リバウンドからのバスカン。１ショットを外してしまうと、すかさずＧ-Ｌ⑥の速攻ドリブルシュート

記入者氏名
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Ｇ-Ｌ④のドリブルシュートと両チーム共に粘り強い攻防となったが、残り２０秒でＧ-Ｌ⑦がカットから

ノーマークで速攻シュートを決め、４０対５５でＧ-Ｌが勝利した。

城東ミニバスケットボールクラブ GROWTH LEGEND

を決める。Ｇ-Ｌの速攻は息をのむ速さだ。城東⑦がインサイドからスピンムーブでシュート。

トを決めペースを崩さず、一進一退の攻防が続く。

３Ｑ　　後半は城東ボールからスタート。Ｇ-Ｌ⑥の素早いドライブイン。城東はパスでタイミングを計る。

３０秒ギリギリまで粘った城東⑩のドライブインにショットファール。フリースロー２本決めて流れが変わる

も決め、エンドからの城東ボールをミドルライン前にカット、Ｇ-Ｌ④と⑧の速攻であっという間に取り返す。

それでも城東は、落ち着いてタイミングを計り、城東④が０度からのロングシュート、城東⑤もロングシュー

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

かと思いきや、またもＧ-Ｌ⑧がドライブからの難しいシュートを決めバスカン。確実にフリースロー１本

  　第41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30年9月23日（日）  会場　有明スポーツセンター

１Ｑ 　ティップオフはGrowth-Legend(以降、Ｇ-Ｌと表記)

開始早々のショットファールにＧ-Ｌ⑥はフリースローを２本しっかり決め、チームに勢いをつける。

   男子　・　女子
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　対戦名 VS

2プレイ後G・L⑧のドライブインで先制する。すかさず旭光は④のジャンプシュートが決まる。

その後も互いに攻め合い、G・L⑪の速攻、旭光④のドライブイン、G・L⑧のステップイン、

旭光は8点全て④の得点だった。

開始早々に旭光⑤⑧が連続で得点をして動き出す。G・Lはシュートで終わるオフェンスを繰り広げるが

G・L⑦が素早い動き出しからカウンターでゴールを決めるが、旭光⑧がすかさず 決め返した。

その後攻撃のリズムをつかみはじめたG・Lは⑨のドライブイン、⑩⑦のがシュートファウルをもらい、

1本ずつきめた。残り１２秒からG・L⑩と旭光⑤が互いにジャンプシュートを決めて16-17。

旭光が1点リードして前半終了。

お互いにベストとなる3QはG・L⑦のドライブインがカウント1スローとなり動き出す。

旭光はG・Lの厳しいディフェンスになかなか得点することが出来ない時間が続いた。

G・Lはディフェンスリバウンドを確実にとり、早い展開から得点を重ねていき39-22と17点リードして

3Qが終わった。

旭光④のドライブインがカウント1スローとなり決めていくが、G・Lは引き続き⑧のゴール下、

早いパスのつなぎからの⑥のレイアップが決まり点差は変わらない。

旭光は④の素早いドリブルワークで攻め上がるもシュートまでいかれずG・Lにボールを奪われて

より素早い展開で進行されファールが嵩んでしまう。

G・Lは得たフリースローを確実に決めて加点していく。

前半の展開からは予想されなかったやや大差な得点差でG・Lが勝利してリーグ戦3勝とした。

記入者氏名

所属
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１Ｑ

決勝リーグ2勝のGROWTH LEGEND対1勝1敗の旭光との対戦はG・Lがキープでスタート。

GROWTH LEGEND
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G・L⑥のジャンプシュート、旭光④のドライブイン・ジャンプシュートと連続で決まり8-8で1Ｑ終了。

開始2分間得点することができなかった。

２Ｑ

３Ｑ

４Ｑ

戸田重孝

8

29
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　対戦名 VS

ジャンプシュートで返す。ドライブやミドルシュートがリングに嫌われる高松に対し、城東は外からセンター

へのパス、④⑩⑥のドライブ、⑭の速攻と多彩な攻撃で得点を重ねる。１Ｑは予想以上の点差。高松2-14城東

２Ｑ　　高松ボールでスタート。高松は⑦を起点に攻め、城東は⑰⑱が速いドリブルでゲームを展開する。

高松⑦がドライブとミドルで点差を詰めると、城東は⑫の速攻、⑰⑱から⑦へのパスを通し、突き放す。

2:34高松⑦がドライブからバスカン3点プレイを決めると、城東⑱からパスを受けた⑦が3点プレイを返す。

スピードあるドリブルで加点する高松⑦に対し、城東は⑱がロング、⑰がドライブを決め、残り0:18再び⑦が

バスカンからフリースローを決める。高松⑦怒涛の11得点も、２Ｑは高松11-14城東。前半は高松13-28城東。

３Ｑ　　城東ボールで後半スタート。共にディフェンスの動きがよく、足が動いているので、無駄な手による

ファールが少ない。高松は④⑦、城東は④⑤が速いドリブルでボールを運び、速い展開でゲームが進む。

城東はセンターの⑦⑧がゴール下で得点し、⑤が外から決める。高松は3:40、④のドライブからゴール下への

鮮やかなパスが決まり追い上げムードになりかけたが、城東はすかさず⑧のバスカン3点プレー、④のロング

のリバから⑦が鮮やかなステップシュートを決め流れを渡さない。城東は④⑤⑩の緩急をつけたドリブルから

⑦⑧へつなぎ連続３ゴールで差を広げる。３Ｑは高松4-17城東。高松17-45城東で最終４Ｑへ。

４Ｑ　　高松ボールで最終Ｑ開始。直後に高松は⑦から⑧への絶妙のパスで得点。城東⑦がゴール下で返すも

高松は全く同じプレーでゴールを決める。引き続き速い展開のバスケットが続き、お互いディフェンスもタイ

トで足が止まらない。高松は⑦が果敢にドライブで攻めるが、城東は④⑤がボールを回し、外からセンター

⑦⑧へつないで加点していく。オフェンスリバの取れる城東は積極的に外からも打つ。城東はセンター⑦も速

攻に走る。残3:00には⑤からのパスを⑧がアリウープ気味に決め、高松25-55城東。2:19城東はタイムアウト

を取り⑨⑬をいれるが、速い展開は変わらない。高松は④がドライブからきれいなスクープシュート、

続いてドライブからバスカン3点プレーを決め、最後までリングを狙う。城東も⑨の速いドライブ、

④のロングで突き放し63点目。0:20、高松④は気迫のポストプレイで32点目を決めるがタイムアップ。

お互いスピード感のある激しいオフェンスで攻めを展開したが、ゴール下を制した城東が勝利をものにした。
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   男子　・　女子 高松ミニバスクラブ 城東ミニバスケットボールクラブ

１Ｑ　　ティップオフから城東ボール。高松はオールコート、城東はハーフのディフェンス。共にキャプテン

がゲームメイク。スピードあるドライブからゴールを狙い、高松④が先制のドライブを決め、城東もすぐ④が
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