
第34回関東ミニバスケットボール招待大会   最終結果

上野原 （山梨） 22 － 57 弥生第二 （東京） 高階フェニックス （埼玉） 28 － 52 府中南 （東京） 上尾芝川 （埼玉） 20 － 48 マジック （東京）

つくば東 （茨城） 87 － 20 K・O　Kings （神奈川） ジュニアファイブ （千葉） 66 － 32 間々田東 （栃木） 牛久 （茨城） 43 － 37 習台二 （千葉）

弥生第二 （東京） 47 － 31 ＫＭＢＣ （群馬） 府中南 （東京） 80 － 42 日下部 （山梨） マジック （東京） 35 － 31 北フープ・ステアズ （東京）

K・O Kings （神奈川） 26 － 53 ビーンズ （東京） 間々田東 （栃木） 36 － 52 深川 （東京） 習台二 （千葉） 35 － 53 城東 （東京）

ＫＭＢＣ （群馬） 62 － 28 上野原 （山梨） 日下部 （山梨） 13 － 47 高階フェニックス （埼玉） 北フープ・ステアズ （東京） 47 － 42 上尾芝川 （埼玉）

ビーンズ （東京） 35 － 54 つくば東 （茨城） 深川 （東京） 37 － 54 ジュニアファイブ （千葉） 城東 （東京） 26 － 43 牛久 （茨城）

弥生第二 （東京） 53 － 38 つくば東 （茨城） 府中南 （東京） 39 － 64 ジュニアファイブ （千葉） マジック （東京） 28 － 44 牛久 （茨城）

優　勝 優　勝 優　勝

準優勝 準優勝 準優勝

鳩ケ谷桜 （埼玉） 47 － 35 陶鎔 （東京） 岡田 (茨城) 36 － 35 国立一 （東京） 前橋中央 (群馬) 34 － 79 国分寺 （東京）

柿生フィリーズ (神奈川) 81 － 32 北杜西 (山梨) 月三 (東京) 49 － 53 土呂 （埼玉） 白幡若宮 (千葉) 42 － 21 忍野ウィザーズ (山梨)

陶鎔 （東京） 28 － 32 野田 (千葉) 国立一 （東京） 38 － 34 みはら (栃木) 国分寺 （東京） 63 － 26 大岩田 (茨城)

北杜西 (山梨) 18 － 49 富士見 （東京） 土呂 （埼玉） 29 － 49 船橋ベリーズ （東京） 忍野ウィザーズ (山梨) 46 － 35 リトルマーベリックス （東京）

野田 (千葉) 32 － 33 鳩ケ谷桜 (埼玉) みはら (栃木) 24 － 45 岡田 (茨城) 大岩田 (茨城) 58 － 33 前橋中央 (群馬)

富士見 （東京） 34 － 39 柿生フィリーズ (神奈川) 船橋ベリーズ （東京） 51 － 32 月三 (東京) リトルマーベリックス （東京） 34 － 49 白幡若宮 (千葉)

鳩ケ谷桜 （埼玉） 56 － 48 柿生フィリーズ (神奈川) 岡田 (茨城) 48 － 54 船橋ベリーズ （東京） 国分寺 （東京） 42 - 40 白幡若宮 (千葉)

優　勝 優　勝 優　勝

準優勝 準優勝 準優勝

府中市郷土の森総合体育館A

平成30年3月4日
［男子の部］

府中市立押立体育館 府中市立本宿体育館

牛久（茨城）

柿生フィリーズ(神奈川) 岡田(茨城) 白幡若宮(千葉)

府中市郷土の森総合体育館B くにたち市民総合体育館 府中市立白糸台体育館

マジック(東京)

弥生第二(東京)

つくば東(茨城)

ジュニアファイブ(千葉)

府中南(東京)

鳩ケ谷桜(埼玉) 船橋ベリーズ(東京) 国分寺(東京)

［女子の部］


