
（ミニの部）

平成２１年度　大会成績

月 日  大会名 および 成績

萩市春季交歓会 優勝　男子：萩明倫　女子：萩明倫

【男子】 １回戦 萩明倫 40 － 24 大島 【女子】 決勝戦 萩明倫 62 － 18 椿東

仙崎 10 － 40 椿東 Jr.戦 椿東 27 － 40 萩明倫

３決 大島 56 － 13 仙崎 交流戦 萩明倫 52 － 29 椿東

4/26(日) 決勝戦 萩明倫 32 － 22 椿東

Jr.戦 萩明倫 32 － 8 仙崎

椿東 4 － 17 大島

椿東 9 － 8 仙崎

萩明倫 14 － 12 大島

県西部地区春季交歓会 優勝　男子２Ｂ：萩大島　男子２Ｃ：萩明倫

【男子2B】 １回戦 安岡 40 － 30 椿東 【女子2A】１回戦 東岐波 31 － 43 萩明倫

大島 45 － 41 高千帆 決勝戦 萩明倫 24 － 45 本山

5/24(日) 交流戦 椿東 40 － 41 高千帆 【女子2C】１回戦 生野 36 － 32 椿東

決勝戦 安岡 31 － 33 大島 交流戦 有帆 22 － 63 椿東

【男子2C】 １回戦 萩明倫 42 － 22 厚狭

決勝戦 萩明倫 40 － 37 有帆

県夏季交歓会山口大会

【男子】 １回戦 新南陽ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 39 － 38 萩明倫

6/ 5(日) 松崎 27 － 32 大島

準決勝 玖珂 53 － 17 大島

交流戦 ｻﾝﾌﾚ岩国 47 － 46 萩明倫

萩市夏季交歓会 優勝　男子：萩明倫　女子：萩明倫

【男子】 １回戦 萩明倫 63 － 39 仙崎 【女子】 決勝戦 萩明倫 52 － 18 椿東

大島 44 － 19 椿東 Jr.戦 椿東 14 － 58 萩明倫

３決 仙崎 36 － 26 椿東 交流戦 萩明倫 43 － 27 椿東

7/11(土) 決勝戦 萩明倫 44 － 26 大島

Jr.戦 萩明倫 32 － 4 椿東

仙崎 10 － 14 大島

仙崎 20 － 13 椿東

萩明倫 25 － 12 大島

三戸杯

8/2(日) 【男子】 予選ﾘｰｸﾞ 萩明倫 54 － 26 新田

新南陽ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 57 － 39 萩明倫

県体（スポ少の部）

9/23(水) 【男子】 １回戦 萩明倫 78 － 3 平生 【女子】 予選ﾘｰｸﾞ 桜木須々万 26 － 29 萩明倫

準決勝 萩明倫 30 － 33 徳山中央 萩明倫 11 － 25 柳井

県西部地区秋季交歓会

【男子2A】 １回戦 須恵 73 － 10 椿東 【女子2C】１回戦 椿東 47 － 21 有帆

交流戦 椿東 18 － 49 琴芝黒石 決勝戦 安岡 43 － 19 椿東

10/25(日) 【男子2B】 ﾘｰｸﾞ戦 萩明倫 72 － 14 藤山 【女子2D】 ﾘｰｸﾞ戦 桜神 28 － 32 萩明倫

萩明倫 16 － 44 有帆 王司小月 38 － 22 萩明倫

【男子2C】 １回戦 大島 22 － 18 安岡

決勝戦 大島 17 － 42 厚狭

萩市秋季交歓会 優勝　男子：萩明倫　女子：萩明倫

【男子】 １回戦 萩明倫 75 － 29 椿東 【女子】 決勝戦 萩明倫 82 － 10 椿東

仙崎 39 － 69 大島 Jr.戦 椿東 18 － 47 萩明倫

３決 椿東 36 － 34 大島 交流戦 萩明倫 52 － 26 椿東

11/3(火) 決勝戦 萩明倫 69 － 20 大島

Jr.戦 萩明倫 25 － 10 仙崎

椿東 4 － 48 大島

椿東 8 － 21 仙崎

萩明倫 15 － 21 大島

http://www1.megaegg.ne.jp/~hagi-bbfun/hagi-bba/kekka/h21/h21sp-mini.html
http://www1.megaegg.ne.jp/~hagi-bbfun/hagi-bba/kekka/h21/h21sm-mini.html
http://www.yabba-web.com/02kekka/2009/mini200909kentai.pdf
http://www.yabba-web.com/02kekka/2009/mini200910west.pdf
http://www1.megaegg.ne.jp/~hagi-bbfun/hagi-bba/kekka/h21/h21au-mini.html


（ミニの部）

平成２１年度　大会成績

月 日  大会名 および 成績

県冬季交歓会萩大会

【男子】 １回戦 徳山中央 34 － 27 萩明倫 【女子A】１回戦 桜木須々万 29 － 38 萩明倫

12/20(日) 交流戦 萩明倫 47 － 31 灘 準決勝 萩明倫 52 － 30 周東

決勝戦 華浦 42 － 21 萩明倫

【女子B】１回戦 いかち 17 － 42 椿東

準決勝 椿東 21 － 43 夜市

ミニバスケットボール萩大会 優勝　男子：萩明倫　女子：萩明倫

【男子】 予選ﾘｰｸﾞ 大島 44 － 24 椿東 【女子】 予選ﾘｰｸﾞ 小鯖 15 － 67 萩明倫

椿東 3 － 37 安岡 文関 19 － 40 萩明倫

1/10(日) 大島 24 － 19 安岡 大内 25 － 33 椿東

萩明倫 47 － 30 仙崎 厚狭 37 － 23 椿東

萩明倫 53 － 14 琴芝黒石 決勝戦 萩明倫 31 － 17 厚狭

決勝戦 大島 31 － 60 萩明倫

萩市新人交歓会 優勝　男子：萩明倫　女子：椿東

【男子】 １回戦 萩明倫 53 － 31 仙崎 【女子】 決勝戦 萩明倫 11 － 74 椿東

椿東 31 － 28 大島 Jr.戦 椿東 4 － 6 萩明倫

1/16(土) ３決 仙崎 7 － 79 大島 交流戦 萩明倫 10 － 34 椿東

決勝戦 萩明倫 43 － 42 椿東

Jr.戦 萩明倫 11 － 13 椿東

大島 43 － 4 仙崎

県西部地区新人交歓会 優勝　男子２Ｂ：萩大島　女子２Ａ：椿東

【男子1】予選ﾘｰｸﾞ 桃山 58 － 28 椿東 【女子2A】１回戦 椿東 34 － 13 勝山

長府Ｍ 61 － 28 椿東 決勝戦 川中 27 － 30 椿東

2/11(木) 【男子2A】 １回戦 須恵 60 － 25 萩明倫 【女子2C】リーグ戦 萩明倫 17 － 68 吉見

交流戦 有帆 19 － 40 萩明倫 萩明倫 10 － 55 安岡

【男子2B】 １回戦 萩大島 60 － 39 高千帆

決勝戦 安岡 27 － 35 萩大島

http://www.yabba-web.com/02kekka/2009/mini200912koukan.pdf
http://www1.megaegg.ne.jp/~hagi-bbfun/hagi-bba/kekka/h21/h21-mini-hagi.html
http://www1.megaegg.ne.jp/~hagi-bbfun/hagi-bba/kekka/h21/h21shinjin-mini.html
http://www.yabba-web.com/02kekka/2009/mini201002west.pdf

