
2019年11月9日（土）,10日（日）

＜男子＞ 大高 魚谷

Ａブロック 大高 Eブロック 魚谷

1　West Stars 2　国分寺 3　鹿沼北光 4　大田原城山 順位 17　今市第二 18　みはら 19　三島 20　GS　BLAZE 順位

ア 1　West Stars ○２０－０ ●２２－５１ ○２９－２６ 2 ア 17　今市第二 ●２２－５９ ●２８－６６ ●５３－６７ 4

イ 2　国分寺 ●０－２０ ○４６－４１ ○４６－２７ 3 イ 18　みはら ○５９－２２ ○４９－３６ ○５７－４６ 1

ウ 3　鹿沼北光 ○５１－２２ ●４１－４６ ○３５－２９ 1 ウ 19　三島 ○６６－２８ ●３６－４９ ○３４－３１ 2

エ 4　大田原城山 ●２６－２９ ●２７－４６ ●２９－３５ 4 エ 20　GS　BLAZE ○６７－５３ ●４６－５７ ●３１－３４ 3

大高 魚谷

Bブロック 大高 Fブロック 魚谷

5　小山Spirits 6　友遊いずみ 7　北押原 8　宮の原 順位 21　共英 22　峰 23　睦ﾌﾛﾝﾃｨｱ 24　緑が丘ﾒﾋﾞｳｽ 順位

オ 5　小山Spirits ○５７－３２ ○７３－４７ ○５０－４９ 1 オ 21　共英 ●２８－６３ ○６２－４７ ○５７－３８ 2

カ 6　友遊いずみ ●３２－５７ ○５６－２９ ●３２－５８ 3 カ 22　峰 ○６３－２８ ○８０－４０ ○５６－２７ 1

キ 7　北押原 ●４７－７３ ●２９－５６ ●２１－３６ 4 キ 23　睦ﾌﾛﾝﾃｨｱ ●４７－６２ ●４０－８０ ●４９－５６ 4

ク 8　宮の原 ●４９－５０ ○５８－３２ ○３６－２１ 2 ク 24　緑が丘ﾒﾋﾞｳｽ ●３８－５７ ●２７－５６ ○５６－４９ 3

帯谷 戸村

Cブロック 名村 Gブロック 戸村

9　　ヘッジホッグス 10　明保ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ 11　姿川第二 12　NBCﾗｲｼﾞﾝｸﾞ 順位 25　埼玉 26　塩谷BOOSTROM 27　Ｈｏｏｐ　ｋｉｄ’ｓ 28　瑞穂台 順位

ア 9　　ヘッジホッグス ○６５－３１ ●３７－５２ ○７２－４８ 2 ア 25　埼玉 ●１３－４９ ●４０－６０ ○５７－５４ 3

イ 10　明保ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ●３１－６５ ●３５－６１ ○８４－２９ 3 イ 26　塩谷BOOSTROM ○４９－１３ ○５７－３０ ○５１－４５ 1

ウ 11　姿川第二 ○５２－３７ ○６１－３５ ○７４－３０ 1 ウ 27　Ｈｏｏｐ　ｋｉｄ’ｓ ○６０－４０ ●３０－５７ ○５９－５７ 2

エ 12　NBCﾗｲｼﾞﾝｸﾞ ●４８－７２ ●２９－８４ ●３０－７４ 4 エ 28　瑞穂台 ●５４－５７ ●４５－５１ ●５７－５９ 4

帯谷 戸村

Dブロック 名村 Hブロック 戸村

13　鹿沼中央 14　豊浦 15　旭 16　上河内 順位 29　明治MB 30　明南ｲｰｸﾞﾙｽ 31　ＪＢＣ 32　烏山LD 順位

オ 13　鹿沼中央 ○６０－３５ ○３７－３５ ○３７－２５ 1 オ 29　明治MB ○６７－２７ ○７３－４３ ○４５－２５ 1

カ 14　豊浦 ●３５－６０ ●４９－７０ ●３９－５０ 4 カ 30　明南ｲｰｸﾞﾙｽ ●２７－６７ ○５５－４５ ●３２－５６ 3

キ 15　旭 ●３５－３７ ○７０－４９ ○５６－３０ 2 キ 31　ＪＢＣ ●４３－７３ ●４５－５５ ●３９－６０ 4

ク 16　上河内 ●２５－３７ ○５０－３９ ●３０－５６ 3 ク 32　烏山LD ●２５－４５ ○５６－３２ ○６０－３９ 2

男子〈４チームリーグ×２〉

審判 審判

○：ＴＯ ○：ＴＯ

1 ９：３０～ ア－イ オ，㋕ オ，カ オ－キ ア，㋓ ア，㋓

2 １０：４０～ ウ－エ キ，㋗ キ，ク ア－ウ カ，㋖ カ，㋖

3 １１：５０～ オ－カ ア，㋑ ア，イ カ－ク ウ，㋐ ウ，㋐

4 １３：００～ キ－ク ウ，㋓ ウ，エ イ－エ ク，㋕ ク，㋕

5 １４：１０～ イ－ウ ク，㋔ ク，オ ク－オ エ，㋑ エ，㋑

6 １５：２０～ カ－キ イ，㋒ イ，ウ エ－ア キ，㋔ キ，㋔

コート主任

コート主任 コート主任

コート主任 コート主任

コート主任

コート主任 コート主任

対戦
チーム

ＭＣ ＭＣ

【10日　高根沢西小会場】

対戦
チーム

試合時間

土 日

【10日　上河内東小会場】

［　リーグ戦の順位決定方法　］

（１）延長戦は行わず、勝ち点制とする。
勝ちチームは2点、引き分けは1点、負けチームは0点とする。
（２）チームの順位決定方法は下記のとおりとする。
・　勝ち点の大なるチームが上位
・　勝ち点が2チーム以上で同じ場合は、その２チーム以上のチーム　間での対戦成
績によって順位を決定する。２チーム以上のチーム間での勝ち点が同じ場合、
次の順序で更なる基準が適用される
①　当該チームの対戦での得失点差の大きい方
②　当該チームでの得点数の大きい方
③　ブロック内での全ゲームでの得失点差の大きい方
④　ブロック内での全ゲームでの得点数の大きい方
・　これらの基準によっても順位が決定できない場合は、抽選によって決定する。

※　2018バスケットボール競技規則（Ｐ79～）による

【　9日　雀宮会場】 【　9日　氏家会場】

【　9日　雀宮会場】 【　9日　氏家会場】

【10日　上河内東小会場】 【10日　高根沢西小会場】コート主任

コート主任

コート主任

第４４回栃木県ミニバスケットボール大会　

【　9日　黒羽会場】 【　9日　西方会場】

【10日　西方会場】

【10日　黒羽会場】 【10日　西方会場】

【　9日　西方会場】

【10日　黒羽会場】

コート主任

コート主任

【　9日　黒羽会場】

コート主任 コート主任

コート主任



＜女子＞ コート主任 西海 コート主任 田代（馬頭）

Ａブロック コート主任 西海 Eブロック コート主任 田代（馬頭）

1　大田原城山 2　友遊いずみ 3　ｳｴｽﾄｴﾝｼﾞｪﾙｽ 4　小山三 5　西が岡 順位 21　宮の原 22　間々田東 23　ＡＳＡＨＩ 24　馬頭ｵｰｷｯﾄﾞ 25　日光 順位

ア 1　大田原城山 ●２４－６９ ○２８－２１ ●２９－４６ ●２９－５８ 5 ア 21　宮の原 ○３２－２９ ●２６－５３ ○４６－２５ ○４９－２３ 2

イ 2　友遊いずみ ○６９－２４ ○４８－３５ ○４３－３３ ○６３－４６ 1 イ 22　間々田東 ●２９－３２ ●３１－５０ ○４５－１７ ○５３－３７ 3

ウ 3　ｳｴｽﾄｴﾝｼﾞｪﾙｽ ●２１－２８ ●３５－４８ ○４７－４１ ●４１－５６ 4 ウ 23　ＡＳＡＨＩ ○５３－２６ ○５０－３１ ○６７－２２ ○６８－２８ 1

エ 4　小山三 ○４６－２９ ●３３－４３ ●４１－４７ ●３２－５５ 3 エ 24　馬頭ｵｰｷｯﾄﾞ ●２５－４６ ●１７－４５ ●２２－６７ ○３３－３１ 4

オ 5　西が岡 ○５８－２９ ●４６－６３ ○５６－４１ ○５５－３２ 2 オ 25　日光 ●２３－４９ ●３７－５３ ●２８－６８ ●３１－３３ 5

コート主任 宇賀神 コート主任 田代（熟田）

Bブロック コート主任 宇賀神 Fブロック コート主任 田代（熟田）

ア 6　　毛野 7　　ＭＢＣﾗﾋﾞｯﾂ 8　　共英 9　　新田 10　高根沢中央 順位 26　けやき 27　熟田 28　矢板東 29　今市第三 30　みどりが丘 順位

イ 6　　毛野 ●２４－５９ ●５２－５７ ●２９－６３ ●４４－４５ 5 ア 26　けやき ●２３－５２ ●３６－７１ ●１４－６１ ●１３－５７ 5

ウ 7　　ＭＢＣﾗﾋﾞｯﾂ ○５９－２４ ○５５－１８ ○４０－２４ ○７３－２８ 1 イ 27　熟田 ○５２－２３ ●３９－４４ ○４２－３１ ●２６－４０ 3

エ 8　　共英 ○５７－５２ ●１８－５５ ●３５－５６ ●３０－３４ 4 ウ 28　矢板東 ○７１－３６ ○４４－３９ ●２９－４８ ●２３－７９ 4

オ 9　　新田 ○６３－２９ ●２４－４０ ○５６－３５ ○７０－２９ 2 エ 29　今市第三 ○６１－１４ ●３１－４２ ○４８－２９ ●３７－４３ 2

10　高根沢中央 ○４５－４４ ●２８－７３ ○３４－３０ ●２９－７０ 3 オ 30　みどりが丘 ○５７－１３ ○４０－２６ ○７９－２３ ○４３－３７ 1

コート主任 近藤 コート主任 木村

Cブロック コート主任 近能 Gブロック コート主任 木村

11　城山 12　南ヶ丘 13　大原間 14　ﾄﾞﾘｰﾑｶﾞｰﾙｽﾞ 15　乙女 順位 31　ﾎﾜｲﾄｳｲﾝｸﾞｽ 32　大谷北OWLS 33　新橋VP 34　東原ﾘﾄﾙｽﾀｰｽﾞ 35　雀宮 順位

ア 11　城山 ●３９－４７ ○８０－１０ ●３４－６１ ●５８－６５ 4 ア 31　ﾎﾜｲﾄｳｲﾝｸﾞｽ ●３５－３６ ●３２－３７ ●４５－６５ ●４５－５９ 5

イ 12　南ヶ丘 ○４７－３９ ○８０－２２ ○４３－４０ ○７１－３７ 1 イ 32　大谷北OWLS ○３６－３５ ●２８－４５ ●３９－５１ ●３６－５６ 4

ウ 13　大原間 ●１０－８０ ●２２－８０ ●１９－５０ ●２４－９２ 5 ウ 33　新橋VP ○３７－３２ ○４５－２８ ●４１－５６ ●４５－５９ 3

エ 14　ﾄﾞﾘｰﾑｶﾞｰﾙｽﾞ ○６１－３４ ●４０－４３ ○５０－１９ ○４６－２５ 2 エ 34　東原ﾘﾄﾙｽﾀｰｽﾞ ○６５－４５ ○５１－３９ ○５６－４１ ○５１－２８ 1

オ 15　乙女 ○６５－５８ ●３７－７１ ○９２－２４ ●２５－４６ 3 オ 35　雀宮 ○５９－４５ ○５６－３６ ○５９－４５ ●２８－５１ 2

コート主任 海老原 コート主任 阿部（今二）

Dブロック コート主任 海老原 Hブロック コート主任 阿部（今二）

16　山前 17　西原ﾂｲｽﾀｰｽﾞ 18　五代 19　坂上 20　大山 順位 36　今二Rabbits 37　烏山LD 38　石橋GS 39　ＪＢＣｶﾞｰﾙｽﾞ 40　峰 順位

ア 16　山前 ○６０－２０ ●３８－４３ ●３１－５６ ○４８－２９ 3 ア 36　今二Rabbits ○７５－３８ ○５６－２７ ○５９－２７ ○４２－３７ 1

イ 17　西原ﾂｲｽﾀｰｽﾞ ●２０－６０ ●４３－６４ ●１６－６４ ●２７－４４ 5 イ 37　烏山LD ●３８－７５ ●５９－６１ ○６２－４４ ●４２－５０ 4

ウ 18　五代 ○４３－３８ ○６４－４３ ●２６－６３ ○４４－４２ 2 ウ 38　石橋GS ●２７－５６ ○６１－５９ ○４２－３１ ●４０－６４ 3

エ 19　坂上 ○５６－３１ ○６４－１６ ○６３－２６ ○52-23 1 エ 39　ＪＢＣｶﾞｰﾙｽﾞ ●２７－５９ ●４４－６２ ●３１－４２ ●３１－７０ 5

オ 20　大山 ●２９－４８ ○４４－２７ ●４２－４４ ●２３－５２ 4 オ 40　峰 ●３７－４２ ○５０－４２ ○６４－４０ ○７０－３１ 2

審判 審判

○：ＴＯ ○：ＴＯ

1 ９：３０～ ア－イ エ，㋔ エ，オ ウ－ア イ，㋔
イ，
オ

2 １０：４０～ ウ－エ ア，㋑ ア，イ エ－イ ウ，㋐
ウ，
ア

3 １１：５０～ オ－ア ウ，㋓ ウ，エ オ－ウ エ，㋑
エ，
イ

4 １３：００～ イ－ウ オ，㋐ オ，ア ア－エ オ，㋒
オ，
ウ

5 １４：１０～ エ－オ イ，㋒ イ，ウ イ－オ ア，㋓
ア，
エ

［　リーグ戦の順位決定方法　］

（１）延長戦は行わず、勝ち点制とする。
勝ちチームは2点、引き分けは1点、負けチームは0点とする。
（２）チームの順位決定方法は下記のとおりとする。
・　勝ち点の大なるチームが上位
・　勝ち点が2チーム以上で同じ場合は、その２チーム以上のチーム　間での対戦成
績によって順位を決定する。２チーム以上のチーム間での勝ち点が同じ場合、
次の順序で更なる基準が適用される
①　当該チームの対戦での得失点差の大きい方
②　当該チームでの得点数の大きい方
③　ブロック内での全ゲームでの得失点差の大きい方
④　ブロック内での全ゲームでの得点数の大きい方
・　これらの基準によっても順位が決定できない場合は、抽選によって決定する。

※　2018バスケットボール競技規則（Ｐ79～）による

【10日　今市第二小会場】　　【10日　上三川小会場】　　

女子〈5チームリーグ〉

試合時間

土 日

対戦
チーム

ＭＣ
対戦

チーム
ＭＣ

第４４回栃木県ミニバスケットボール大会　

【 9日　黒羽会場】　　 【 9日　西方会場】　　

2019年11月9日（土）,10日（日）

【 9日　上三川小会場】　　 【 9日　今市第二小会場】　　

【10日　黒羽会場】　　 【10日　西方会場】　　

【10日　高根沢西小会場】　　

【 9日　高根沢西小会場】　　

【10日　押上小会場】　　

【 9日　氏家会場】　　

【10日　城山東小会場】　　

【 9日　雀宮会場】　　

【10日　新橋小会場】　　

【 9日　新橋小会場】　　



男子〈４チームリーグ×２〉

審判 審判

○：ＴＯ ○：ＴＯ

1 ９：３０～ ア－イ オ，㋕ オ，カ オ－キ ア，㋓

2 １０：４０～ ウ－エ キ，㋗ キ，ク ア－ウ カ，㋖

3 １１：５０～ オ－カ ア，㋑ ア，イ カ－ク ウ，㋐

4 １３：００～ キ－ク ウ，㋓ ウ，エ イ－エ ク，㋕

5 １４：１０～ イ－ウ ク，㋔ ク，オ ク－オ エ，㋑

6 １５：２０～ カ－キ イ，㋒ イ，ウ エ－ア キ，㋔

審判 審判

○：ＴＯ ○：ＴＯ

1 ９：３０～ ア－イ エ，㋔ エ，オ ウ－ア イ，㋔

2 １０：４０～ ウ－エ ア，㋑ ア，イ エ－イ ウ，㋐

3 １１：５０～ オ－ア ウ，㋓ ウ，エ オ－ウ エ，㋑

4 １３：００～ イ－ウ オ，㋐ オ，ア ア－エ オ，㋒

5 １４：１０～ エ－オ イ，㋒ イ，ウ イ－オ ア，㋓

４　リーグ戦の順位決定方法

（１）  延長戦は行わず，勝ち点制とする。

勝ちチームは２点，引き分けは１点，負けチームは０点とする。

（２）  チームの順位決定戦方法は，次の順で決定する。

①    勝ち点の大なるチームが上位。

②    ゴールアベレージ（総得点÷総失点）の大なるチームが上位。

③    得失点差（総得点－総失点）の大なるチームが上位。

④    上記①②③で順位が決定できない場合は，コーチによる抽選で決定。

５　抽選方法

（１）各地区１位から抽選する。その際，各地区１位同士は当たらないようにする。

（２）各地区２位が抽選する。その際，同地区１位及び他地区2位とは当たらないようにする。

（３） 各地区１・２位以外は，参加チームの多い地区から抽選する。

試合時間

土 日

対戦チーム ＭＣ 対戦チーム

試合日程

試合時間

土 日

女子〈5チームリーグ〉

対戦チーム ＭＣ 対戦チーム



（４）  同リーグ内で，同じ地区同士が３チーム以上当たらないように配慮する。



ア，㋓

カ，㋖

ウ，㋐

ク，㋕

エ，㋑

キ，㋔

イ，オ

ウ，ア

エ，イ

オ，ウ

ア，エ

日

ＭＣ

日

ＭＣ


