
平成28年7月30日～8月1日

男子 女子
７月３０日（土）
［１回戦］ ［１回戦］
水沢みなみ 54 ― 24 盛岡上田 一関 74 ― 21 長内ｻﾝﾀﾞｰｽ
八幡 38 ― 32 村下 太田東 47 ― 33 千徳
湯本宮野目 78 ― 22 二戸中央 ﾄﾞﾘｰﾑｲｰｽﾄ 46 ― 31 桜台
盛岡南DUCKS 34 ― 33 久慈 伊保内 38 ― 31 南都田
津志田ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｽﾞ 56 ― 46 津軽石ｻｰﾓﾝ 黒東 64 ― 22 山田ｼｰｶﾞﾙｽﾞ
平泉 47 ― 35 黒東 若葉 52 ― 49 高田
まえさわ 73 ― 30 住田 好摩 52 ― 27 花泉
若葉 57 ― 56 西根 雫石町 50 ― 38 まえさわ
山目 78 ― 21 滝沢中央 盛岡上田 54 ― 38 磯鶏
花巻 50 ― 35 東水沢常盤 一関南 41 ― 35 滝沢中央
好摩 69 ― 31 双葉 東水沢常盤 46 ― 28 石鳥谷
千徳 49 ― 40 末崎KID'SBOY 盛岡南ﾌﾞﾙｽﾞ 79 ― 25 黒西
赤荻 54 ― 37 古館 久慈 53 ― 26 矢沢
黒西 53 ― 36 湯口 黒沢尻北 42 ― 14 双葉
小久慈ｻﾝﾀﾞｰｽ 48 ― 21 浄法寺 二戸中央 60 ― 56 津志田ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｽﾞ

岩谷堂 57 ― 22 松園ｲｰｸﾞﾙｽ おだき 72 ― 14 平泉

７月３１日（日）
［２回戦］ ［２回戦］
水沢みなみ 69 ― 26 八幡 一関 64 ― 33 太田東
湯本宮野目 52 ― 25 盛岡南DUCKS ﾄﾞﾘｰﾑｲｰｽﾄ 34 ― 32 伊保内
平泉 54 ― 45 津志田ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｽﾞ 黒東 63 ― 25 若葉
まえさわ 59 ― 34 若葉 雫石町 38 ― 31 好摩
山目 48 ― 47 花巻 盛岡上田 53 ― 20 一関南
好摩 48 ― 40 千徳 盛岡南ﾌﾞﾙｽﾞ 41 ― 37 東水沢常盤
赤荻 63 ― 58 黒西 久慈 42 ― 15 黒沢尻北
岩谷堂 39 ― 22 小久慈ｻﾝﾀﾞｰｽ おだき 44 ― 37 二戸中央
［準々決勝］ ［準々決勝］
水沢みなみ 56 ― 46 湯本宮野目 一関 70 ― 28 ﾄﾞﾘｰﾑｲｰｽﾄ
まえさわ 50 ― 47 平泉 黒東 47 ― 40 雫石町
山目 40 ― 37 好摩 盛岡上田 43 ― 29 盛岡南ﾌﾞﾙｽﾞ
岩谷堂 48 ― 39 赤荻 おだき 50 ― 19 久慈

８月１日（月）
［準決勝］ ［準決勝］
水沢みなみ 69 ― 39 まえさわ 一関 55 ― 39 黒東
山目 31 ― 29 岩谷堂 おだき 45 ― 38 盛岡上田
［決勝］ ［決勝］
水沢みなみ 56 ― 41 山目 一関 71 ― 48 おだき

電力旗出場 山目 一関
北三県大会出場 黒東

盛岡上田
雫石町

岩谷堂
湯本宮野目

水沢みなみ おだき

奥州市総合体育館、江刺西体育館

一関は3年ぶり2回目の優勝水沢みなみは初優勝

東北電力旗　第２９回東北ミニバスケットボール大会岩手県大会

まえさわ



平成28年9月24日～25日 花巻市総合体育館

男子 女子
９月２４日（土）
［Ｅブロック］ ［Ａブロック］
大東 46 ― 45 黒沢尻北 松園ｲｰｸﾞﾙｽ 36 ― 31 八幡
きたくり 54 ― 23 大東 浄法寺 48 ― 16 山目
黒沢尻北 70 ― 30 広田 八幡 49 ― 11 山目

［Ｆブロック］ ［Ｂブロック］
江釣子 65 ― 27 飛鷹 水沢みなみ 60 ― 29 ﾌｪﾆｯｸｽ黒北
平田 61 ― 32 飛鷹 紫波・赤石 50 ― 29 末崎
江釣子 50 ― 42 花巻ﾉｰｽｽﾋﾟﾘｯﾂ 水沢みなみ 70 ― 23 紫波・赤石

［Ｇブロック］ ［Ｃブロック］
雫石町 48 ― 30 南都田 佐倉河 50 ― 33 おおのMBC
海の子ﾌｪﾛｰｽﾞ 48 ― 34 太田東 湯本宮野目 87 ― 25 小佐野
雫石町 49 ― 31 太田東 湯本宮野目 81 ― 42 おおのMBC

［Ｈブロック］ ［Ｄブロック］
大原 68 ― 26 軽米 西根 43 ― 36 鬼柳南
矢沢 50 ― 41 磯鶏 西根 52 ― 33 千厩
矢沢 74 ― 15 軽米 田野畑ﾗｲｵﾝｽﾞ 46 ― 44 鬼柳南

９月２５日（日）
［Ｅブロック］ ［Ａブロック］
きたくり 64 ― 33 広田 松園ｲｰｸﾞﾙｽ 42 ― 35 浄法寺
大東 52 ― 31 広田 浄法寺 59 ― 42 八幡
黒沢尻北 36 ― 35 きたくり 松園ｲｰｸﾞﾙｽ 54 ― 18 山目

［Ｆブロック］ ［Ｂブロック］
花巻ﾉｰｽｽﾋﾟﾘｯﾂ 37 ― 33 平田 ﾌｪﾆｯｸｽ黒北 71 ― 29 末崎
江釣子 51 ― 44 平田 水沢みなみ 60 ― 36 末崎
花巻ﾉｰｽｽﾋﾟﾘｯﾂ 39 ― 35 飛鷹 紫波・赤石 54 ― 37 ﾌｪﾆｯｸｽ黒北

［Ｇブロック］ ［Ｃブロック］
海の子ﾌｪﾛｰｽﾞ 51 ― 28 南都田 佐倉河 57 ― 15 小佐野
海の子ﾌｪﾛｰｽﾞ 54 ― 27 雫石町 おおのMBC 88 ― 21 小佐野
南都田 61 ― 39 太田東 佐倉河 43 ― 32 湯本宮野目

［Ｈブロック］ ［Ｄブロック］
磯鶏 63 ― 60 大原 田野畑ﾗｲｵﾝｽﾞ 57 ― 31 千厩
磯鶏 55 ― 25 軽米 西根 49 ― 35 田野畑ﾗｲｵﾝｽﾞ

大原 52 ― 50 矢沢 鬼柳南 56 ― 23 千厩

最優秀賞チーム 最優秀賞チーム

優秀賞チーム 優秀賞チーム

敢闘賞チーム 敢闘賞チーム

おおのMBC

水沢みなみ
佐倉河
西根矢沢

紫波・赤石
湯本宮野目
田野畑ﾗｲｵﾝｽﾞ

第19回岩手県ミニバスケットボール交流大会
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平成２９年1月７日～８日

男子 女子
１月７日（土）
［１回戦］ ［１回戦］
水沢みなみ 71 ― 36 広田 一関 74 ― 40 津志田ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｽﾞ
黒西 53 ― 39 矢沢 高田 47 ― 43 鬼柳南
津志田ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｽﾞ 76 ― 24 平田 ﾄﾞﾘｰﾑｲｰｽﾄ 53 ― 38 花巻
赤荻 44 ― 30 小久慈ｻﾝﾀﾞｰｽ 雫石町 62 ― 29 磯鶏
滝沢中央 61 ― 50 盛岡南DUCKS おだき 65 ― 26 長内ｻﾝﾀﾞｰｽ
湯本宮野目 59 ― 34 千徳 二戸中央 77 ― 40 黒沢尻北
黒東 63 ― 46 松園ｲｰｸﾞﾙｽ 湯本宮野目 56 ― 27 花泉
まえさわ 82 ― 51 浄法寺 盛岡上田 58 ― 21 田野畑ﾗｲｵﾝｽﾞ
岩谷堂 58 ― 24 宮古 黒東 78 ― 36 石鳥谷
住田 49 ― 36 湯口 滝沢中央 31 ― 29 一関南
好摩 58 ― 38 二戸中央 太田東 46 ― 27 伊保内
平泉 49 ― 28 黒沢尻北 久慈 35 ― 31 東水沢常盤
花巻 49 ― 6 東水沢常盤 好摩 75 ― 25 大槌町
盛岡上田 51 ― 48 村下 萩荘 55 ― 35 黒西
西根 51 ― 47 八幡 千徳 51 ― 50 盛岡南ﾌﾞﾙｽﾞ
山目 74 ― 33 古館 まえさわ 60 ― 23 八幡

１月８日（日）
［２回戦］ ［２回戦］
水沢みなみ 40 ― 37 黒西 一関 93 ― 36 高田
赤荻 50 ― 40 津志田ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｽﾞ 雫石町 46 ― 37 ﾄﾞﾘｰﾑｲｰｽﾄ
湯本宮野目 57 ― 36 滝沢中央 二戸中央 61 ― 37 おだき
まえさわ 55 ― 44 黒東 盛岡上田 68 ― 38 湯本宮野目
岩谷堂 50 ― 34 住田 黒東 58 ― 18 滝沢中央
平泉 58 ― 45 好摩 太田東 53 ― 38 久慈
花巻 55 ― 23 盛岡上田 好摩 59 ― 22 萩荘
山目 78 ― 31 西根 まえさわ 62 ― 29 千徳
［準々決勝］ ［準々決勝］
水沢みなみ 51 ― 44 赤荻 一関 66 ― 42 雫石町
湯本宮野目 33 ― 27 まえさわ 盛岡上田 56 ― 41 二戸中央
岩谷堂 38 ― 28 平泉 黒東 63 ― 53 太田東
花巻 49 ― 47 山目 まえさわ 55 ― 37 好摩

１月９日（月）
［準決勝］ ［準決勝］
水沢みなみ 61 ― 46 湯本宮野目 一関 61 ― 39 盛岡上田
岩谷堂 41 ― 35 花巻 黒東 51 ― 47 まえさわ
［決勝］ ［決勝］
岩谷堂 44 ― 39 水沢みなみ 一関 80 ― 50 黒東

全国大会出場 一関

東北大会出場 黒東
盛岡上田
まえさわ

ＪＡ全農いわて　いわて純情米選手権　第４０回岩手県ミニバスケットボール交歓大会

岩谷堂

水沢みなみ

一関は3年ぶり4回目の優勝岩谷堂は初優勝

北上総合体育館、黒沢尻体育館、和賀東小学校

湯本宮野目
花巻



平成２９年２月２５日～２６日

男子 女子
２月２５日（土）
［１回戦］ ［１回戦］
滝沢 43 ― 36 盛岡仁王 矢沢 89 ― 16 小佐野
東水沢常盤 39 ― 24 二戸中央 太田東 65 ― 14 西根
湯口 42 ― 36 黒東 一関 66 ― 28 飛鷹
久慈 48 ― 34 黒沢尻北 黒東 66 ― 36 山田ｼｰｶﾞﾙｽﾞ
一関南 43 ― 23 住田 石鳥谷 51 ― 14 伊保内
水沢みなみ 33 ― 16 花巻ﾉｰｽｽﾋﾟﾘｯﾂ おだき 53 ― 7 高田
松園ｲｰｸﾞﾙｽ 73 ― 25 双葉 津志田ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｽﾞ 57 ― 16 萩荘

黒西 35 ― 33 久慈
［交流戦］ ［交流戦］
大東 44 ― 18 盛岡仁王 西根 56 ― 26 小佐野
二戸中央 42 ― 40 黒東 山田ｼｰｶﾞﾙｽﾞ 35 ― 19 飛鷹
住田 50 ― 37 黒沢尻北 伊保内 81 ― 12 高田
花巻ﾉｰｽｽﾋﾟﾘｯﾂ 48 ― 34 双葉 久慈 57 ― 31 萩荘
［２回戦］ ［２回戦］
平泉 43 ― 25 滝沢 太田東 70 ― 32 矢沢
東水沢常盤 40 ― 33 湯口 黒東 69 ― 58 一関
一関南 56 ― 16 久慈 石鳥谷 52 ― 41 おだき
松園ｲｰｸﾞﾙｽ 54 ― 48 水沢みなみ 津志田ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｽﾞ 75 ― 29 黒西

２月２６日（日）
［準決勝］ ［準決勝］
東水沢常盤 49 ― 36 平泉 太田東 64 ― 37 黒東
松園ｲｰｸﾞﾙｽ 32 ― 25 一関南 津志田ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｽﾞ 45 ― 43 石鳥谷
［３位決定戦］ ［３位決定戦］
一関南 45 ― 31 平泉 石鳥谷 80 ― 36 黒東
［決勝］ ［決勝］
松園ｲｰｸﾞﾙｽ 47 ― 43 東水沢常盤 太田東 58 ― 41 津志田ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｽﾞ

［エキシビジョン］ ［エキシビジョン］
岩谷堂 31 ― 49 水沢みなみ 一関 40 ― 43 黒東

花巻 盛岡上田
湯本宮野目 まえさわ

太田東は２年ぶり２回目の優勝松園イーグルスは初優勝

第20回　岩手県ミニバスケットボール新人大会
一関市総合体育館




