
（ミニの部）

平成２４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：萩大島　女子：椿東

【男子】 １回戦 萩大島 73 － 15 萩明倫 【女子】 決勝戦 萩明倫 13 － 20 椿東

仙崎 19 － 55 椿東 交流戦 萩明倫 20 － 21 椿東

３決 萩明倫 25 － 35 仙崎 Jr.戦 椿東 29 － 15 萩明倫

4/28(土) 決勝戦 萩大島 46 － 15 椿東

Jr.戦 椿東 12 － 16 萩明倫

仙崎 11 － 22 萩大島

Jr.戦３決 椿東 24 － 4 仙崎

Jr.戦決勝 萩明倫 11 － 17 萩大島

県西部地区春季交歓会 優勝　男子２Ｃ：萩大島

【男子2A】 リーグ戦 須恵 0 － 20 萩明倫 【女子2B】１回戦 椿東 35 － 34 川西

琴芝黒石 39 － 12 萩明倫 決勝戦 安岡 45 － 12 椿東

5/27(日) 【男子2B】 リーグ戦 椿東 48 － 20 有帆 【女子2D】１回戦 萩明倫 18 － 22 楠

西岐波 58 － 35 椿東 交流戦 高泊 0 － 20 萩明倫

【男子2C】 リーグ戦 萩大島 61 － 14 仙崎

萩大島 51 － 14 川上

県夏季交歓会山口大会

7/1(日) 【男子】 １回戦 徳山中央 39 － 52 萩大島

２回戦 西岐波 35 － 65 萩大島

決勝 今宿 50 － 46 萩大島

萩市夏季交歓会 優勝　男子：萩大島　女子：萩明倫

【男子】 １回戦 萩大島 61 － 12 仙崎 【女子】 決勝戦 椿東 18 － 21 萩明倫

萩明倫 10 － 53 椿東 交流戦 椿東 24 － 23 萩明倫

３決 仙崎 38 － 34 萩明倫 Jr.戦 萩明倫 6 － 36 椿東

7/7(土) 決勝戦 萩大島 59 － 18 椿東

Jr.戦 萩大島 13 － 20 椿東

仙崎 9 － 15 萩明倫

Jr.戦３決 仙崎 17 － 21 萩大島

Jr.戦決勝 萩明倫 2 － 13 椿東

三戸杯 優勝　男子２Ｂ：萩大島

8/5(日) 【男子】 予選リーグ 大道 0 － 20 萩大島

萩大島 57 － 22 松崎

決勝 新田 36 － 37 萩大島

萩サマーチャレンジ交流大会

【男子A】予選ﾘｰｸﾞ ＭＪ 33 － 22 椿東 【女子A】予選ﾘｰｸﾞ 三丘 9 － 42 萩明倫

佐波 40 － 14 椿東 萩明倫 3 － 41 湯田

川中 14 － 42 萩大島 3位決定戦 本山 18 － 31 萩明倫

8/18(土) 岬恩田 40 － 22 萩大島 【女子B】予選ﾘｰｸﾞ 椿東 10 － 37 須恵

8/25(土) 5位決定戦 椿東 24 － 36 川中 小郡 14 － 24 椿東

3位決定戦 ＭＪ 23 － 33 萩大島 3位決定戦 椿東 17 － 46 高千帆

【男子B】予選ﾘｰｸﾞ 萩明倫 20 － 35 高千帆

萩明倫 27 － 27 平川

5位決定戦 大内 38 － 29 萩明倫

県体（スポ少の部）

9/17(月)

県西部地区秋季交歓会 優勝　男子２Ｃ：萩大島

【男子2A】 ﾘｰｸﾞ戦 有帆 42 － 25 萩明倫 【女子2B】１回戦 椿東 20 － 43 生野

萩明倫 31 － 47 文関 交流戦 藤山 33 － 37 椿東

10/28(日) 【男子2B】 ﾘｰｸﾞ戦 琴芝黒石 37 － 24 椿東 【女子2C】１回戦 有帆 17 － 53 萩明倫

厚狭 31 － 50 椿東 決勝戦 東岐波 36 － 13 萩明倫

【男子2C】 １回戦 萩大島 94 － 12 高千帆

決勝戦 萩大島 60 － 29 彦島

（台風１６号接近に伴い中止）



（ミニの部）

平成２４年度　大会成績

月 日  大会名 および 成績

萩市秋季交歓会 優勝　男子：大島　女子：椿東

【男子】 １回戦 萩大島 53 － 28 仙崎 【女子】 決勝戦 萩明倫 23 － 26 椿東

萩明倫 11 － 58 椿東 交流戦 萩明倫 20 － 33 椿東

３決 仙崎 37 － 27 萩明倫 Jr.戦 椿東 33 － 13 萩明倫

11/3(土) 決勝戦 萩大島 73 － 15 椿東

Jr.戦 椿東 27 － 10 仙崎

萩大島 16 － 11 萩明倫

Jr.戦３決 仙崎 18 － 27 萩明倫

Jr.戦決勝 椿東 17 － 20 萩大島

県冬季交歓会萩大会

【男子】 １回戦 灘 27 － 20 椿東 【女子A】１回戦 久保 71 － 11 萩明倫

12/16(日) 新田 53 － 47 萩大島 交流戦 萩明倫 21 － 31 附属光

交流戦 文関 42 － 34 椿東 【女子B】１回戦 華浦 32 － 12 椿東

玖珂 37 － 56 萩大島 交流戦 椿東 11 － 30 あたご

ミニバスケットボール萩大会 優勝　男子：萩大島　女子：萩明倫

【男子】 予選ﾘｰｸﾞ 萩大島 57 － 21 仙崎 【女子】 予選ﾘｰｸﾞ 楠 12 － 23 萩明倫

萩大島 57 － 16 有帆 中村 25 － 32 萩明倫

1/13(日) 椿東 50 － 32 萩明倫 高泊 15 － 34 椿東

萩明倫 26 － 36 大内 山口ふしの 16 － 43 椿東

椿東 30 － 20 大内 決勝戦 萩明倫 29 － 11 椿東

決勝戦 萩大島 86 － 28 椿東

萩市新人交歓会 優勝　男子：椿東　女子：萩明倫

【男子】 リーグ戦 仙崎 10 － 73 椿東 【女子】 決勝戦 萩明倫 33 － 20 椿東

仙崎 21 － 62 萩明倫 交流戦 萩明倫 22 － 29 椿東

1/26(土) 椿東 62 － 19 萩明倫 Jr.戦 萩明倫 1 － 36 椿東

Jr.戦 仙崎 9 － 8 萩明倫

仙崎 6 － 10 椿東

椿東 6 － 10 萩明倫

県西部地区新人交歓会

【男子1】 リーグ戦 桃山 29 － 46 椿東 【女子2A】１回戦 安岡 36 － 20 萩明倫

椿東 26 － 41 豊浦 交流戦 萩明倫 20 － 0 有帆

2/11(月) 【男子2A】 萩大島 0 － 20 岬・恩田 【女子2B】予選リーグ 高泊 20 － 0 椿東

高千帆 20 － 0 萩大島 川西 20 － 0 椿東

【男子2B】 リーグ戦 萩明倫 28 － 42 琴芝黒石

萩明倫 20 － 0 彦島


