
（中学校の部）

 ２０２１年度　大会成績

月 日  大会名 および 成績

 萩阿武春季体育大会 優勝　男子：大島　女子：萩東

【男子】 決勝 大島 72 － 34 萩東 【女子】決勝 萩東 56 － 35 萩西

萩東 44 － 36 萩西 交流戦 萩西 26 － 39 萩東

萩西 31 － 71 大島

 県中学校春季体育大会（西部大会） 優勝　男子：大島

【男子】 １回戦 萩大島 80 － 16 山の田 【女子】１回戦 萩東 45 － 38 垢田

２回戦 萩大島 79 － 33 小野田 ２回戦 萩東 36 － 68 長府

準決勝 萩大島 63 － 40 西岐波

決勝 萩大島 68 － 41 長府

 萩阿武夏季体育大会 優勝　男子：大島　女子：萩西

【男子】 リーグ戦 萩東 32 － 30 萩西 【女子】決勝 萩東 39 － 41 萩西

萩西 25 － 74 大島

大島 80 － 32 萩東

 県中学校選手権大会

【男子】 １回戦 高川 76 － 38 萩西 【女子】１回戦 右田 57 － 54 萩西

華西 62 － 32 萩東

２回戦 大島 70 － 32 安岡

３回戦 大島 54 － 42 湯田

準々決勝 大島 51 － 62 島田

 萩阿武秋季体育大会 優勝　男子：大島　女子：萩東

【男子】 リーグ戦 萩西 46 － 65 大島 【女子】決勝 萩東 37 － 36 萩西

大島 60 － 39 萩東

萩東 36 － 25 萩西

 市長杯夏季大会 優勝　男子：萩東　女子：萩西

【男子】 １回戦 萩東 59 － 19 小野 【女子】１回戦 萩東 31 － 32 大内

8/5(木) 萩西 41 － 42 深川 萩西 62 － 24 宮野

３決 小野 26 － 81 萩西 ３決 萩東 52 － 19 宮野

決勝 萩東 34 － 33 深川 決勝 大内 32 － 46 萩西

 県中学校秋季体育大会

【男子】 １回戦 大島 73 － 41 住吉 【女子】 １回戦 萩東 28 － 55 平生

２回戦 大島 45 － 61 田布施

 萩阿武長門新人体育大会 優勝　男子：深川　女子：萩東

【男子】 リーグ戦 萩東 36 － 44 萩西 【女子】 決勝 萩東 50 － 47 平生

萩西 36 － 39 深川

深川 53 － 43 萩東

 県Ｕ１４選抜新人大会

【女子】 １回戦 萩東 34 － 73 東部

萩市中学校一年生大会 優勝　男子：萩東　女子：萩西

【男子】 リーグ戦 萩東 60 － 42 萩西 【女子】 決勝 萩東 47 － 75 萩西

萩西 44 － 37 深川

深川 28 － 48 萩東
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