
第35回関東ミニバスケットボール招待大会　最終結果

庄和NEXUS （埼玉） 39 - 48 高松 （東京） 極星ボーイズ （埼玉） 31 - 43 多摩ボンバーズ （東京） K・OKings （神奈川） 34 - 73 船橋WINGS （東京）

日下部 （山梨） 46 - 38 姿川中央 （栃木） ジュニアファイブ （千葉） 44 - 43 沼田北 （群馬） 朝日 （茨城） 38 - 47 勝沼 （山梨）

高松 （東京） 37 - 67 清見台 （千葉） 多摩ボンバーズ （東京） 39 - 31 常磐 （茨城） 船橋WINGS （東京） 40 - 56 マジック （東京）

姿川中央 （栃木） 37 - 56 府中南 （東京） 沼田北 （群馬） 40 - 30 光華 （東京） 勝沼 （山梨） 47 - 42 ビーンズ （東京）

清見台 （千葉） 57 - 30 庄和NEXUS （埼玉） 常磐 （茨城） 32 - 33 極星ボーイズ （埼玉） マジック （東京） 84 - 42 K・OKings （神奈川）

府中南 （東京） 62 - 28 日下部 （山梨） 光華 （東京） 30 - 51 ジュニアファイブ （千葉） ビーンズ （東京） 53 - 79 朝日 （茨城）

清見台 (千葉) 56 - 43 府中南 (東京) 多摩ボンバーズ (東京) 43 - 37 ジュニアファイブ (千葉) マジック (東京) 59 - 28 勝沼 (山梨)

所沢ライオンズ （埼玉） 64 - 31 府中六小 （東京） 勝沼 (山梨) 24 - 60 小金井 （東京） 邑楽KID （群馬） 34 - 45 多摩フェアリーズ （東京）

小川 （栃木） 33 - 47 竜西 （山梨） 岡田 （茨城） 31 - 24 南古谷アクロス （埼玉） フェアリーズ （千葉） 37 - 22 津田 （茨城）

府中六小 （東京） 33 - 43 高花 (千葉) 小金井 （東京） 66 - 26 柿生フィリーズ (神奈川) 多摩フェアリーズ （東京） 50 - 34 リトルスターズ （東京）

竜西 （山梨） 25 - 54 東京柏葉 （東京） 南古谷アクロス （埼玉） 19 - 44 新生 （東京） 津田 （茨城） 31 - 51 月三 （東京）

高花 (千葉) 24 - 40 所沢ライオンズ （埼玉） 柿生フィリーズ (神奈川) 58 - 38 勝沼 (山梨) リトルスターズ （東京） 66 - 22 邑楽KID （群馬）

東京柏葉 （東京） 69 - 35 小川 （栃木） 新生 （東京） 22 - 48 岡田 （茨城） 月三 （東京） 70 - 43 フェアリーズ （千葉）

所沢ライオンズ (埼玉) 33 - 39 東京柏葉 (東京) 小金井 (東京) 58 - 55 岡田 (茨城) 多摩フェアリーズ (東京) 47 - 36 月三 (東京)

岡田(茨城)

優勝

準優勝

多摩フェアリーズ(東京)

月三(東京)

優勝

準優勝

清見台(千葉)

府中南(東京)

優勝

平成31年3月3日

府中市立府中第七中学校府中市郷土の森総合体育館 府中市立白糸台体育館

多摩ボンバーズ(東京)　

ジュニアファイブ(千葉)

優勝

準優勝

マジック(東京)

準優勝

東京柏葉(東京)

所沢ライオンズ(埼玉)

優勝

準優勝

準優勝

小金井(東京)

勝沼(山梨)

府中市立府中第七中学校くにたち市民総合体育館府中市立本宿体育館

優勝


