
男子 女子

８：００開館 結果 TO ８：００開館 結果 TO

① 9:00～ 上磯 52-38 森 渡島west ① 9:00～ 上磯 68-41 深堀 大中山

② 10:20～ 深堀 70-62 大中山 森 ② 10:15～ 渡島west 39-42 赤川 上磯

③ 11:40～ 渡島west 45-72 上磯 大中山 ③ 11:30～ 深堀 55-61 大中山 渡島west

④ 13:00～ 森 59-54 深堀 上磯 ④ 12:45～ 赤川 29-61 上磯 深堀

⑤ 14:20～ 大中山 80-33 渡島west 深堀 ⑤ 14:00～ 大中山 59-52 渡島west 赤川

15:40～ 15:15～

16:30終了 16:30終了

上磯 森 深堀 大中山 渡島west 渡島west 赤川 上磯 深堀 大中山

上磯 ○52-38 ○69-42 ○73-70 ○72-45 渡島west ●39-42 ●28-62 ●46-70 ●52-59

森 ●38-52 ○59-54 ○64-62 ○68-56 赤川 ○42-39 ●29-61 ●44-47 ○52-50

深堀 ●42-69 ●54-59 ○70-62 ○80-40 上磯 ○62-28 ○61-29 ○68-41 ○70-29

大中山 ●70-73 ●62-64 ●62-70 ○80-33 深堀 ○70-46 ○47-44 ●41-68 ●55-61

渡島west ●45-72 ●56-68 ●40-80 ●33-80 大中山 ○59-52 ●50-52 ●29-70 ○61-55

８：００開館 結果 TO ８：００開館 結果 TO

① 9:00～ 大野 34-47 八雲 湯川 ① 9:00～10:10 湯川 3-119 森八雲 青柳戸倉

② 10:20～ 戸倉 64-31 赤川 八雲 インターバル

③ 11:40～ 湯川 44-51 大野 赤川 ② 11:10～12:10 森八雲 70-26 青柳戸倉 湯川

④ 13:00～ 八雲 83-46 戸倉 大野 インターバル

⑤ 14:20～ 赤川 27-62 湯川 戸倉 ③ 13:10～14:20 青柳戸倉 44-22 湯川 森八雲

15:40～ 14:20～

16:30終了 16:30終了

大野 八雲 戸倉 赤川 湯川 森八雲 湯川 青柳戸倉

大野 ●34-47 ○49-41 ○71-20 ○51-44 森八雲 ○119-3 ○70-26

八雲 ○47-34 ○83-46 ○117-29 ○55-49 湯川 ●3-119 ●22-44

戸倉 ●41-49 ●46-83 ○64-31 ○52-46 青柳戸倉 ●26-70 ○44-22

赤川 ●20-71 ●29-117 ●31-64 ●27-62

湯川 ●44-51 ●49-55 ●46-52 ○62-27

8:30開館 結果 TO ８：30開館 結果 TO

① 9:30～ 北 22-69 亀田 江差乙部上ノ国 ① 9:30～ 江差乙部上ノ国 51-31 今金 北・亀田

② 10:50～ 今金 25-49 大沼岳陽 北 ② 10:45～ 亀田 17-34 北 江差乙部上ノ国

③ 12:10～ 亀田 93-38 江差乙部上ノ国 今金 ③ 12:00～ 亀田 30-47 今金 北

④ 13:30～ 大沼岳陽 34-27 北 亀田 ④ 13:15～ 亀田 39-57 江差乙部上ノ国 北・今金

⑤ 14:50～ 江差乙部上ノ国 42-22 今金 大沼岳陽 ⑤ 14:30～ 北 36-46 今金 亀田

16:10～ ⑥ 15:45～ 北 江差乙部上ノ国 今金

17:00終了 17:00終了

亀田 北 大沼岳陽 今金 江差乙部上ノ国 亀田 北 江差乙部上ノ国 今金

亀田 ○69-22 ○59-18 ○97-11 ○93-38 亀田 ●17-34 ●39-57 ●30-47

北 ●22-69 ●27-34 ○37-14 ●24-55 北 ○34-17 ●23-55 ●36-46

大沼岳陽 ●18-59 ○34-27 ○49-25 ●32-56 江差乙部上ノ国 ○57-39 ○55-23 ○51-31

今金 ●11-97 ●14-37 ●25-49 ●22-42 今金 ○47-30 ○46-36 ●31-51

江差乙部上ノ国 ●38-93 ○55-24 ○56-32 ○42-22

乙部町総合体育館　会場 乙部町総合体育館　会場

グリーンピア大沼　会場 グリーンピア大沼　会場

福島町総合体育館　会場 福島町総合体育館　会場

リクエストゲーム可 リクエストゲーム可

リクエストゲーム可

乙部町総合体育館　Ａコート 乙部町総合体育館　Ｂコート

３月４日（土）結果

福島町総合体育館　Ａコート 福島町総合体育館　Ｂコート

グリーンピア大沼体育館　Ａコート グリーンピア大沼体育館　Ｂコート

リクエストゲーム可 リクエストゲーム可


