
（中学校の部）

平成２６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】 リーグ戦 大島 88 － 36 萩東 【女子】 決勝 萩東 49 － 24 萩西

萩東 21 － 47 萩西 交流戦 萩東 64 － 17 萩西

大島 61 － 26 萩西

 県中学校春季体育大会（西部大会）

【男子】 １回戦 大島 78 － 55 厚狭 【女子】 １回戦 彦島 58 － 23 萩東

２回戦 大島 51 － 62 東岐波

 萩阿武夏季体育大会 優勝　男子：大島　女子：萩東

【男子】 リーグ戦 大島 88 － 43 萩東 【女子】 決勝 萩東 59 － 38 萩西

萩東 45 － 58 萩西 交流戦 萩東 65 － 26 萩西

大島 83 － 28 萩西

 県中学校選手権大会 男子：大島 中国大会出場

【男子】 １回戦 大島 89 － 25 国府 【女子】 １回戦 華西 39 － 31 萩東

7/23(水) 萩西 49 － 67 桑山

  24(木) ２回戦 大島 85 － 23 灘

  25(金) ３回戦 大島 65 － 29 牟礼

準々決勝 東岐波 47 － 68 大島

準決勝 長府 80 － 34 大島

３決 大島 37 － 42 上宇部

 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 大島 99 － 47 萩東 【女子】 決勝 萩東 66 － 27 萩西

萩東 59 － 57 萩西 交流戦 萩東 34 － 33 萩西

萩西 35 － 72 大島

 市長杯夏季大会 優勝　男子：大島　女子：萩東

【男子】 １回戦 大島 116 － 23 萩西 【女子】 １回戦 萩東 71 － 25 宮野

8/7(木) 深川 17 － 52 萩東 鴻南 72 － 33 萩西

３決 萩西 36 － 57 深川 ３決 宮野 32 － 36 萩西

決勝 大島 83 － 33 萩西 決勝 萩東 55 － 32 鴻南

 中国選手権大会

8/9(土) 【男子】 予選リーグ 広中央 58 － 67 大島

大島 49 － 94 島根

 三戸杯

8/23(土) 【男子】 １回戦 牟礼 31 － 59 大島 【女子】 １回戦 久保 78 － 36 萩東

  24(日) ２回戦 大島 77 － 64 平川 交流戦 萩東 37 － 54 住吉

1位リーグ 柳井 55 － 41 大島

華西 55 － 55 大島

 県中学校秋季体育大会

【男子】 １回戦 大島 65 － 43 室積 【女子】 １回戦 高千帆 100 － 41 萩東

２回戦 大島 85 － 36 玖珂

準決勝 大島 59 － 36 牟礼

決勝 長府 83 － 34 大島

 萩阿武新人体育大会 優勝　男子：大島　女子：萩東

【男子】 １回戦 大島 112 － 29 萩西 【女子】 決勝 萩東 80 － 23 萩西

10/11(土) 深川 30 － 69 萩東 交流戦 萩東 43 － 17 萩西

交流戦 萩西 22 － 25 深川

決勝 大島 89 － 40 萩東

 県中学校選抜新人大会

【男子】 １回戦 大島 66 － 20 附属光 【女子】 １回戦 萩東 34 － 53 岩国

萩東 35 － 77 柳井 萩西 26 － 56 麻里布

２回戦 大島 65 － 29 末武

３回戦 大島 57 － 36 上宇部

準決勝 大島 50 － 65 柳井

4/12(土)

6/7(土)

7/28(月)

10/4(土)
   5(日)

5/17(土)

12/25(木)
　 26(金)



（中学校の部）

平成２６年度　大会成績

月 日  大会名 および 成績

 会長杯争奪中学校一年生大会 優勝　男子：萩東　女子：萩東

【男子】 １回戦 萩東 70 － 9 深川 【女子】 決勝 萩東 37 － 33 萩西

1/12(月) 萩西 15 － 45 大島 交流戦 萩東 25 － 32 萩西

3位決定戦 深川 14 － 47 萩西

決勝 萩東 28 － 21 大島

 市長杯冬季大会 優勝　男子：大島　女子：萩東

【男子】 リーグ戦 大島 76 － 16 深川 【女子】 １回戦 萩東 46 － 21 宮野

萩東 59 － 12 萩西 萩西 30 － 66 横田

1/31(土) 大島 102 － 8 益田東 3位決定戦 宮野 34 － 28 萩西

深川 36 － 47 萩東 決勝 萩東 47 － 33 横田

萩西 47 － 36 益田東

決勝 大島 66 － 34 萩東

 YAMAGUCHICUP

【男子】 予選リーグ 大島 62 － 44 平川 【女子】 予選リーグ 麻里布 42 － 26 萩東

大島 57 － 36 浅江 萩東 28 － 52 平川

１位リーグ 長府 71 － 51 大島

大島 67 － 41 上宇部

３位決定戦 大島 59 － 55 柳井

朝日杯 優勝　男子：大島

【男子】 １回戦 柳井西 7 － 72 萩東 【女子】 １回戦 末武 49 － 16 萩西

富田 51 － 36 萩西 萩東 53 － 29 柳井西

3/22(日) 交流戦 柳井西 34 － 35 萩西 交流戦 厚狭 31 － 19 萩西

２回戦 大島 65 － 27 安岡 ２回戦 玄洋 40 － 31 萩東

末武 41 － 29 萩東

準決勝 大島 69 － 22 平川

決勝 大島 66 － 34 右田

 コープやまぐち杯

3/29(日) 【男子】 １回戦 大島 36 － 59 湯田 【女子】 １回戦 萩東 30 － 75 名陵

交流戦 上宇部 40 － 40 大島 交流戦 附山口 24 － 57 萩東

2/ 7(土)
   8(日)


