
47 34 46 25 86 16

41 19 43 12 46 20

41 35 31 30 67 6

48 37

71 15 64 11 73 9

40 20 80 12 45 28

46 16 54 14 54 20

49 18 33 21 64 36

35 28 77 6 47 26

57 22 58 24 55 23

36 18 74 4 44 32

42 24 46 29

27 20 20 0 35 29

25 49 50 35 58 20

48 29 20 0 65 27

36 32 60 36 41 23
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第42回千葉県スポーツ少年団ミニバスケットボール交流大会　予選結果　【男子の部】

成田市立平成小 成田市立平成小 匝瑳市立八日市場小

ー 茂原西 向　原 ー クラブKAZE大網ロケッツ

大網ロケッツ ー 八街東

茂原西 ー 八街東

成田シューティング ー クラブKAZE

成田シューティング ー 向　原

八日市場

ー 佐倉ミニ

八日市場 ー ゴールデンフェニックス

ゴールデンフェニックス ー 佐倉ミニ

ー みずほ

八日市場

香取市立小見川西小 匝瑳市立共興小 横芝光町立日吉小

成田シューティング大網ロケッツ

ウイングス ー フォレスト

九十九里アパッチ ー 小見川 匝瑳サンズ ー 成田ボンバース 印旛アスフィーダ

交進キッズ ー FＴファイブ ＳＫＹ☆２ＡＧ ー 長生ルシファーズ

ー 天津小港

小見川 ー FＴファイブ 成田ボンバース ー 長生ルシファーズ 天津小港 ー フォレスト

交進キッズ ー 九十九里アパッチ 匝瑳サンズ ー ＳＫＹ☆２ＡＧ ウイングス ー 印旛アスフィーダ

※勝ち上り

横芝光町立日吉小 流山市立流山北小 匝瑳市立豊栄小

大日インプレス ー 東　庄 中志津JOY ー 銚子ドルフィンズ 芝山ビクトリー ー 北辺田

交進キッズ 匝瑳サンズ ウイングス

東　庄 ー 横芝光 流山スワローズ ー ケイジャーズ 豊栄 ー インフィニッツ

大日インプレス ー 横芝光 ケイジャーズ ー 銚子ドルフィンズ 北辺田 ー インフィニッツ

中志津JOY ー 流山スワローズ 豊栄 ー 芝山ビクトリー

大日インプレス 中志津JOY 豊栄

松戸市立東松戸小 旭市立古城小 我孫子市民体育館　A

JTスリーパーズ ー 南行徳 みすみ ー 谷　津 勝田台 ー 西志津

あおすげユーカリ ー 松　戸 UNITES ー 一宮ミントキッズ 我孫子 ー 東金東ドリーム

南行徳 ー あおすげユーカリ 一宮ミントキッズ ー 谷　津 西志津 ー 東金東ドリーム

JTスリーパーズ ー 松　戸 UNITES ー みすみ 我孫子 ー 勝田台

JTスリーパーズ UNITES 我孫子



63 21 74 16 72 9

63 17 45 18 75 12

34 24 60 28 49 20

49 28 61 15

20 0

20 0

51 22
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第42回千葉県スポーツ少年団ミニバスケットボール交流大会　予選結果　【男子の部】

大網白里市白里小 白井市立第三小 匝瑳市のさかアリーナ　A

八街南 ー 鋸南バジャーズ 睦沢アウレッツ ー ウォリアーズ ジュニアファイブ ー 多古レイクス

野田中央オリーブ ー 白里ビーチボーイズ 屋敷オールスターズ ー 西白井スピアーズ ジュニアファイブ ー 成東オーシャンボーイズ

白里ビーチボーイズ ー 鋸南バジャーズ 西白井スピアーズ ー ウォリアーズ 多古レイクス ー 成東オーシャンボーイズ

野田中央オリーブ ー 八街南 睦沢アウレッツ ー 屋敷オールスターズ

野田中央オリーブ 睦沢アウレッツ ジュニアファイブ

匝瑳市のさかアリーナ　A

富里ネッツ ー 流山イースト

CAPRICE ー 流山イースト

富里ネッツ ー CAPRICE

富里ネッツ


