
第32回関東ミニバスケットボール招待大会　試合結果第32回関東ミニバスケットボール招待大会　試合結果第32回関東ミニバスケットボール招待大会　試合結果第32回関東ミニバスケットボール招待大会　試合結果

9:30 習台二MBC （千葉） 38 - 39 国分寺MBBC （東京） 宮の原 （栃木） 24 - 47 マジック （東京） 甲西男子 （山梨） 31 - 73 Groｗth　Legend （東京）

10:30 ファイターズ （東京） 52 - 29 真鍋 （茨城） 海神南MBC （千葉） 37 - 43 所沢泉ドルフィンズ （埼玉） 桐生東 （群馬） 32 - 45 上尾あずま （埼玉）

11:30 国分寺MBBC （東京） 78 - 23 増穂 （山梨） マジック （東京） 42 - 27 八千代 （茨城） Groｗth　Legend （東京） 45 - 39 小谷 （神奈川）

12:30 真鍋 （茨城） 36 - 31 府中選抜 （東京） 所沢泉ドルフィンズ （埼玉） 55 - 45 日野POLESTARS （東京） 上尾あずま （埼玉） 28 - 34 国立一JAYHAWKS （東京）

13:30 増穂 （山梨） 14 - 58 習台二MBC （千葉） 八千代 （茨城） 59 - 36 宮の原 （栃木） 小谷 （神奈川） 59 - 20 甲西男子 （山梨）

14:30 府中選抜 （東京） 31 - 41 ファイターズ （東京） 日野POLESTARS （東京） 32 - 39 海神南MBC （千葉） 国立一JAYHAWKS （東京） 45 - 36 桐生東 （群馬）

15:30 国分寺MBBC (東京) 35 - 50 ファイターズ (東京) マジック (東京) 47 - 36 所沢泉ドルフィンズ (埼玉) Groｗth　Legend (東京) 43 - 46 国立一JAYHAWKS (東京)

優勝：ファイターズ 準優勝：国分寺ＭＢＢＣ 優勝：マジック 準優勝：所沢泉ドルフィンズ 優勝：国立一JAYHAWKS 準優勝：Groｗth　Legend

9:30 箕郷MBS （群馬） 25 - 49 小金井 （東京） 草加セルティックス (埼玉) 31 - 56 リトルスターズ （東京） 南古谷アクロス （埼玉） 24 - 23 陶鎔MBC （東京）

10:30 松ヶ丘 （茨城） 38 - 46 府中選抜 （東京） 大久保MBC （千葉） 40 - 38 菅谷東 （茨城） 西方 （栃木） 49 - 44 柿生フィリーズ （神奈川）

11:30 小金井 （東京） 37 - 23 畑沢MBC (千葉) リトルスターズ （東京） 61 - 26 上野原ALL STARS (山梨) 陶鎔MBC （東京） 49 - 53 北杜西 （山梨）

12:30 府中選抜 （東京） 50 - 47 国分寺MBBC （東京） 菅谷東 （茨城） 43 - 46 化成小 （東京） 柿生フィリーズ （神奈川） 27 - 22 リトルマーベリックス （東京）

13:30 畑沢MBC (千葉) 40 - 39 箕郷MBS （群馬） 上野原ALL STARS (山梨) 24 - 57 草加セルティックス (埼玉) 北杜西 （山梨） 27 - 39 南古谷アクロス （埼玉）

14:30 国分寺MBBC （東京） 36 - 47 松ヶ丘 （茨城） 化成小 （東京） 50 - 40 大久保MBC （千葉） リトルマーベリックス （東京） 46 - 33 西方 （栃木）

15:30 小金井 (東京) 33 - 44 府中選抜 (東京) リトルスターズ (東京) 40 - 26 化成小 (東京) 南古谷アクロス (埼玉) 29 - 31 リトルマーベリックス (東京)

優勝：府中選抜 準優勝：小金井 優勝：リトルスターズ 準優勝：化成小 優勝：リトルマーベリックス 準優勝：南古谷アクロス

武蔵岡中学校由木中央小学校郷土の森総合体育館　Ｂコート
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鑓水小学校郷土の森総合体育館　Ａコート 郷土の森総合体育館　Ｃコート


