
第27回関東ミニバスケットボール招待大会　大会結果第27回関東ミニバスケットボール招待大会　大会結果第27回関東ミニバスケットボール招待大会　大会結果第27回関東ミニバスケットボール招待大会　大会結果

9:30 JTｽﾘｰﾊﾟｰｽﾞ （千葉） 34 － 31 木場 （東京） 大宮ブルースカイ （埼玉） 31 － 35 ドルフィンｽﾞ （東京） みのり （茨城） 34 － 38 清瀬 （東京）

10:30 大原間 （栃木） 34 － 32 ビーンズ （東京） 土浦 （茨城） 50 － 33 桐生境野 （群馬） 与野西北 （埼玉） 75 － 27 小立 （山梨）

11:30 木場 （東京） 43 － 20 柿生ﾚｯｽﾞ （神奈川） ドルフィンｽﾞ （東京） 51 － 34 勝沼 （山梨） 清瀬 （東京） 28 － 41 薬円台 （千葉）

12:30 ビーンズ （東京） 32 － 42 府中選抜 （東京） 桐生境野 （群馬） 46 － 38 マジック （東京） 小立 （山梨） 16 － 61 池ノ上 （東京）

13:30 柿生ﾚｯｽﾞ （神奈川） 25 － 51 JTｽﾘｰﾊﾟｰｽﾞ （千葉） 勝沼 （山梨） 13 － 51 大宮ブルースカイ （埼玉） 薬円台 （千葉） 42 － 31 みのり （茨城）

14:30 府中選抜 （東京） 42 － 51 大原間 （栃木） マジック （東京） 32 － 44 土浦 （茨城） 池ノ上 （東京） 38 － 37 与野西北 （埼玉）

15:30 JTｽﾘｰﾊﾟｰｽﾞ （千葉） 40 － 27 大原間 （栃木） ドルフィンｽﾞ （東京） 40 － 56 土浦 （茨城） 薬円台 （千葉） 31 － 25 池ノ上 （東京）

優　勝優　勝優　勝優　勝 　ＪＴスリーパーズ（千葉）　ＪＴスリーパーズ（千葉）　ＪＴスリーパーズ（千葉）　ＪＴスリーパーズ（千葉） 優　勝優　勝優　勝優　勝 　土浦（茨城）　土浦（茨城）　土浦（茨城）　土浦（茨城） 優　勝優　勝優　勝優　勝 　薬円台（千葉）　薬円台（千葉）　薬円台（千葉）　薬円台（千葉）

準優勝準優勝準優勝準優勝 　大原間（栃木）　大原間（栃木）　大原間（栃木）　大原間（栃木） 準優勝準優勝準優勝準優勝 　ドルフィンズ（東京）　ドルフィンズ（東京）　ドルフィンズ（東京）　ドルフィンズ（東京） 準優勝準優勝準優勝準優勝 　池ノ上（東京）　池ノ上（東京）　池ノ上（東京）　池ノ上（東京）

9:30 大原MBBC （千葉） 56 － 13 府中選抜 （東京） 大曽根小 （埼玉） 43 － 47 烏北 （東京） 針ヶ谷ハﾆｰｽﾞ （埼玉） 30 － 31 FJBC （東京）

10:30 柿生ﾌｨﾘｰｽﾞ （神奈川） 29 － 54 水戸緑岡SQUIRRELS （茨城） 上野原 （山梨） 31 － 64 大間々南 （群馬） ｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾍﾞｱｰｽﾞ （千葉） 33 － 41 外野ｻﾆｰﾁｬｲﾙﾄﾞ （茨城）

11:30 府中選抜 （東京） 24 － 64 そしがやﾚｯｽﾞ （東京） 烏北 （東京） 62 － 44 古山 （栃木） FJBC （東京） 57 － 18 小立 （山梨）

12:30 水戸緑岡SQUIRRELS （茨城） 17 － 40 別所 （東京） 大間々南 （群馬） 45 － 37 緑ヶ丘エンジェルス （東京） 外野ｻﾆｰﾁｬｲﾙﾄﾞ （茨城） 38 － 31 FFミラクルスターズ （東京）

13:30 そしがやﾚｯｽﾞ （東京） 30 － 35 大原MBBC （千葉） 古山 （栃木） 30 － 58 大曽根小 （埼玉） 小立 （山梨） 20 － 55 針ヶ谷ﾊﾆｰｽﾞ （埼玉）

14:30 別所 （東京） 45 － 29 柿生ﾌｨﾘｰｽﾞ （神奈川） 緑ヶ丘エンジェルス （東京） 42 － 29 上野原 （山梨） FFミラクルスターズ （東京） 33 － 47 ｼﾞｬﾝｸﾞﾙﾍﾞｱｰｽﾞ （千葉）

15:30 大原MBBC （千葉） 33 － 21 別所 （東京） 烏北 （東京） 67 － 57 大間々南 （群馬） FJBC （東京） 25 - 44 外野ｻﾆｰﾁｬｲﾙﾄﾞ （茨城）

優　勝優　勝優　勝優　勝 優　勝優　勝優　勝優　勝 優　勝優　勝優　勝優　勝

準優勝準優勝準優勝準優勝 準優勝準優勝準優勝準優勝 準優勝準優勝準優勝準優勝

　外野サニーチャイルド（茨城）　外野サニーチャイルド（茨城）　外野サニーチャイルド（茨城）　外野サニーチャイルド（茨城）

　FJBC（東京）　FJBC（東京）　FJBC（東京）　FJBC（東京）

　大原MBBC（千葉）　大原MBBC（千葉）　大原MBBC（千葉）　大原MBBC（千葉）

　別所（東京）　別所（東京）　別所（東京）　別所（東京）

　烏北（東京）　烏北（東京）　烏北（東京）　烏北（東京）

大間々南（群馬）大間々南（群馬）大間々南（群馬）大間々南（群馬）

［女子の部］［女子の部］［女子の部］［女子の部］

駒澤学園女子中学高校体育館 A 駒澤学園女子中学高校体育館 B 駒沢女子大学

郷土の森総合体育館 A
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［男子の部］［男子の部］［男子の部］［男子の部］

郷土の森総合体育館 B 郷土の森総合体育館 C 


