
場所 11月6日(土) 場所 11月6日(土)

場所 11月7日(日) 場所 11月7日(日)

AMGバディーズ 今市第二 NBC 姿川第二 順位 豊浦 小山S 瑞穂台 烏山 順位

AMGバディーズ ○47-37 ○36-28 ○54-34 1 豊浦 ●29-58 ●31-45 ●31-43 4

今市第二 ●37-47 ○39-38 ○50-29 2 小山S ○58-29 ○57-42 ○55-23 1

NBC ●28-36 ●38-39 ○53-30 3 瑞穂台 ○45-31 ●42-57 ○62-33 2

姿川第二 ●34-54 ●29-50 ●30-53 4 烏山 ○43-31 ●23-55 ●33-62 3

雀宮南 西宝クローバー JBC 新橋V 順位 今市ウイングス 宮の原 乙女E 清原ロケッツ 順位

雀宮南 ●22-48 ●43-54 ●40-64 4 今市ウイングス ○46-30 ●35-37 ○65-38 2

西宝クローバー ○48-22 ○55-33 ○46-29 1 宮の原 ●30-46 ●38-75 ○51-25 3

JBC ○54-43 ●33-55 ●45-47 3 乙女E ○37-35 ○75-38 ○78-30 1

新橋V ○64-40 ●29-46 ○47-45 2 清原ロケッツ ●38-65 ●25-51 ●30-78 4

場所 11月6日(土) 場所 11月6日(土)

場所 11月7日(日) 場所 11月7日(日)

大山 鹿沼北光 ABILITIES 三島 順位 阿久津 豊田F PFB 佐野 順位

大山 ○41-40 ●15-52 ●35-58 3 阿久津 ●31-48 ○55-47 ○59-32 2

鹿沼北光 ●40-41 ●30-61 ●37-62 4 豊田F ○48-31 ○53-26 ○65-24 1

ABILITIES ○52-15 ○61-30 ○39-34 1 PFB ●47-55 ●26-53 ●42-52 4

三島 ○58-35 ○62-37 ●34-39 2 佐野 ●32-59 ●24-65 ○52-42 3

犬伏 市野沢 友遊いずみ 明治MB 順位 足利南 峰 大谷北OWLS 鹿沼東光 順位

犬伏 ○30-24 ●27-59 ●24-37 3 足利南 ●25-51 ○63-51 ○69-18 2

市野沢 ●24-30 ●20-70 ●13-51 4 峰 ○51-25 ○57-24 ○81-20 1

友遊いずみ ○59-27 ○70-20 ○56-26 1 大谷北OWLS ●51-63 ●24-57 ○49-27 3

明治MB ○37-24 ○51-13 ●26-56 2 鹿沼東光 ●18-69 ●20-81 ●27-49 4

アリーナたぬま

アリーナたぬま

男子緑ブロック

男子青ブロック

男子ピンクブロック

男子紫ブロック

男子オレンジブロック

アリーナたぬま

アリーナたぬま

令和3年度　ミニバスケットボールU12県後期トップリーグ戦 男子一次リーグ

男子白ブロック

男子赤ブロック 男子黄ブロック

雀宮体育館

ブレックスアリーナ

雀宮体育館

ブレックスアリーナ



場所 11月6日(土) 場所 11月6日(土)

場所 11月7日(日) 場所 11月7日(日)

阿久津 宮の原 AMGバディーズ 矢板東 順位 大谷北OWLS 熟田 五代新田 安蘇野中央 順位

阿久津 ●29-30 ○50-29 ○67-13 2 大谷北OWLS ○43-21 ○39-30 ○50-12 1

宮の原 ○30-29 ○34-27 ○42-23 1 熟田 ●21-43 ●27-44 ○20-12 3

AMGバディーズ ●29-50 ●27-34 ○44-13 3 五代新田 ●30-39 ○44-27 ○45-32 2

矢板東 ●13-67 ●23-42 ●13-44 4 安蘇野中央 ●12-50 ●12-20 ●32-45 4

雀宮 ホワイトウィングス 烏山LD 西原 順位 明治 足利南 三島 JBCガールズ 順位

雀宮 ○41-24 ○72-1 ○65-18 1 明治 ●22-44 ●24-45 ●20-48 4

ホワイトウィングス ●24-41 ○71-17 ○49-23 2 足利南 ○44-22 ○43-41 ●16-56 2

烏山LD ●1-72 ●17-71 ●14-83 4 三島 ○45-24 ●41-43 ●25-36 3

西原 ●18-65 ●23-49 ○83-14 3 JBCガールズ ○48-20 ○56-16 ○36-25 1

場所 11月6日(土) 場所 11月6日(土)

場所 11月7日(日) 場所 11月7日(日)

ドリームガールズ 黒田原 鹿沼ELKS ジェムストーンズ 順位 北押原 南ヶ丘 西方都賀F 城山 順位

ドリームガールズ ○41-24 ○27-24 ●22-32 2 北押原 ○39-21 ●21-28 ○48-40 2

黒田原 ●24-41 ○42-39 ●32-46 3 南ヶ丘 ●21-39 ●37-54 ●24-56 4

鹿沼ELKS ●24-27 ●39-42 ●30-58 4 西方都賀F ○28-21 ○54-37 ○51-35 1

ジェムストーンズ ○32-22 ○46-32 ○58-30 1 城山 ●40-48 ○56-24 ●35-51 3

今二Rabbits 横川 峰 間々田女子 順位 大室 新橋VP 東原 ウエスト
エンジェルス 順位

今二Rabbits ○64-18 ●33-46 ●34-43 3 大室 ●24-44 ●30-34 ○40-35 3

横川 ●18-64 ●12-64 ●15-53 4 新橋VP ○44-24 ○36-14 ○30-25 1

峰 ○46-33 ○64-12 ○56-11 1 東原 ○34-30 ●14-36 ○40-38 2

間々田女子 ○43-34 ○53-15 ●11-56 2 ウエスト
エンジェルス ●35-40 ●25-30 ●38-40 4

那須町ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 那須町ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

女子白ブロック 女子オレンジブロック

女子ピンクブロック 女子紫ブロック

いちごアリーナ いちごアリーナ

令和3年度　ミニバスケットボールU12県後期トップリーグ戦 女子一次リーグ

いちごアリーナ アリーナたぬま

阿久津小 アリーナたぬま

女子赤ブロック 女子黄ブロック

女子緑ブロック 女子青ブロック



期日 会場 面数 男子or女子

アリーナたぬま ③ 男子②女子① 伊藤 篠崎 阿部

雀宮体育館 ② 男子② 小口 津川

いちごアリーナ ③ 女子③ 髙橋 田谷 小松崎

アリーナたぬま ③ 男子②女子① 伊藤 篠崎 阿部

ブレックスアリーナ ② 男子② 小口 平

那須町スポーツセンター ② 女子② 宇梶 兼川

阿久津小学校 ① 女子① 竹内

三島小 ② 男子② 宇梶 村上

国分寺B＆G海洋センター ① 女子① 石橋

三島小 ② 男子② 宇梶 兼川

阿久津小学校 ① 女子① 竹内

11月20日（土） 雀宮体育館 ② 女子② 佐藤 田谷

11月14日（土）

R3県後期トップリーグ

会場計画及び会場主任

会場主任

11月6日（土）

11月7日（日）

11月13日（土）



場所 11月13日(土) 場所 11月13日(土)

場所 11月14日(日) 場所 11月14日(日)

緑２位 赤1位 白１位 ピンク2位 順位 赤2位 緑1位 ピンク1位 白2位 順位

緑２位 赤2位

赤1位 緑1位

白１位 ピンク1位

ピンク2位 白2位

オレンジ2位 黄1位 青1位 紫2位 順位 黄色2位 オレンジ1位 紫1位 青2位 順位

オレンジ2位 黄色2位

黄1位 オレンジ1位

青1位 紫1位

紫2位 青2位

場所 13日or14日 場所 13日or14日

場所 11月20日 場所 11月20日

緑２位 赤1位 白１位 ピンク2位 順位 赤2位 緑1位 ピンク1位 白2位 順位

緑２位 赤2位

赤1位 緑1位

白１位 ピンク1位

ピンク2位 白2位

オレンジ2位 黄1位 青1位 紫2位 順位 黄色2位 オレンジ1位 紫1位 青2位 順位

オレンジ2位 黄色2位

黄1位 オレンジ1位

青1位 紫1位

紫2位 青2位

女子Bブロック 女子Dブロック

男子二次リーグ

女子二次リーグ

雀宮体育館 雀宮体育館

女子Aブロック 女子Cブロック

13日→国分寺B＆G海洋センター 14日→阿久津小体育館 13日→国分寺B＆G海洋センター 14日→阿久津小体育館

男子Aブロック 男子Cブロック

男子Bブロック 男子Dブロック

令和3年度　ミニバスケットボールU12県後期トップリーグ戦

三島小 三島小

三島小 三島小


