
令和元年8月2日～4日

男子 女子
８月２日（金）
［１回戦］ ［１回戦］
水沢みなみ 70 ― 53 花巻 一関 74 ― 41 湯本宮野目
松園ｲｰｸﾞﾙｽ 51 ― 29 津軽石ｻｰﾓﾝ 岩谷堂 67 ― 29 小佐野
一関南 58 ― 57 双葉 太田東 51 ― 37 田野畑ﾗｲｵﾝｽﾞ

海の子ﾌｪﾛｰｽﾞ 48 ― 27 二戸中央 八幡 59 ― 11 伊保内
滝沢 54 ― 36 胆沢ｼｬｲﾝｽﾞ まえさわ 65 ― 33 大川目ﾌﾞﾗｯｻﾑｽﾞ
桜台 33 ― 30 盛岡DUCKS 湯口 46 ― 35 平泉GOLDEN KID'S
鬼柳南 51 ― 24 高田 鬼柳南 74 ― 15 磯鶏
花巻ﾉｰｽｽﾋﾟﾘｯﾂ 85 ― 45 赤荻 津志田ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｽﾞ 51 ― 47 雫石町
黒西 46 ― 43 矢巾 姉体女子 69 ― 47 萩荘
南城 61 ― 14 伊保内 西南 63 ― 33 おおのM・B・C
若葉 64 ― 24 大船渡 豊間根 59 ― 38 平田
大東 56 ― 33 岩谷堂 黒東 58 ― 28 滝沢
山田 69 ― 61 太田東 花巻 57 ― 24 高田
湯口 66 ― 35 雫石町 山目 57 ― 31 二戸中央
黒東 56 ― 20 小佐野 紫波赤石 63 ― 39 黒西
山目 58 ― 34 東水沢常盤 盛岡仁王 58 ― 21 佐倉河

８月３日（土）
［２回戦］ ［２回戦］
水沢みなみ 60 ― 38 松園ｲｰｸﾞﾙｽ 一関 44 ― 41 岩谷堂
海の子ﾌｪﾛｰｽﾞ 72 ― 47 一関南 太田東 55 ― 39 八幡
桜台 59 ― 36 滝沢 まえさわ 45 ― 31 湯口
花巻ﾉｰｽｽﾋﾟﾘｯﾂ 73 ― 56 鬼柳南 鬼柳南 51 ― 46 津志田ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｽﾞ
黒西 70 ― 40 南城 姉体女子 40 ― 39 西南
大東 52 ― 36 若葉 黒東 68 ― 31 豊間根
山田 58 ― 50 湯口 山目 68 ― 54 花巻
山目 76 ― 42 黒東 盛岡仁王 64 ― 33 紫波赤石
［準々決勝］ ［準々決勝］
水沢みなみ 77 ― 40 海の子ﾌｪﾛｰｽﾞ 一関 62 ― 36 太田東
花巻ﾉｰｽｽﾋﾟﾘｯﾂ 67 ― 46 桜台 鬼柳南 43 ― 42 まえさわ
大東 65 ― 56 黒西 黒東 64 ― 51 姉体女子
山田 54 ― 53 山目 盛岡仁王 59 ― 55 山目

８月４日（日）
［準決勝］ ［準決勝］
水沢みなみ 72 ― 42 花巻ﾉｰｽｽﾋﾟﾘｯﾂ 一関 58 ― 47 鬼柳南
山田 63 ― 62 大東 盛岡仁王 58 ― 48 黒東
［決勝］ ［決勝］
水沢みなみ 63 ― 46 山田 一関 68 ― 64 盛岡仁王

電力旗出場 山田 一関
（8/13～14宮城利府）

水沢みなみ 盛岡仁王

花巻市総合体育館

一関は３年ぶり３回目の優勝水沢みなみは3年ぶり2回目の優勝

東北電力旗　第３２回東北ミニバスケットボール大会岩手県大会



令和２年1月１１日～１３日

男子 女子
１月１１日（土）
［１回戦］ ［１回戦］
水沢みなみ 50 ― 31 津志田ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｽﾞ 山目 65 ― 32 盛岡南ﾌﾞﾙｽﾞ
磯鶏 61 ― 30 双葉 滝沢中央 70 ― 22 おおのMBC
矢巾 54 ― 30 江釣子 津志田ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｽﾞ 56 ― 41 田野畑ﾗｲｵﾝｽﾞ
桜台 72 ― 33 赤荻 まえさわ 41 ― 33 古館
小久慈ｻﾝﾀﾞｰｽ 63 ― 18 住田 太田東 52 ― 27 萩荘
盛岡DUCKS 57 ― 42 二戸中央 高田 40 ― 33 小佐野
西南 54 ― 47 黒東 花巻 57 ― 38 伊保内
山目 56 ― 44 まえさわ 黒東 64 ― 44 江南ﾀﾞﾝｸｽ
湯口 68 ― 15 小佐野 鬼柳・南 59 ― 46 姉体女子
松園ｲｰｸﾞﾙｽ 100 ― 43 一関 湯口 42 ― 28 好摩
若葉 57 ― 38 雫石町 長内ｻﾝﾀﾞｰｽ 40 ― 36 平田
黒西 64 ― 32 東水沢常盤 一関 68 ― 25 西南
大東 64 ― 25 伊保内 岩谷堂 69 ― 48 立花
花巻ﾉｰｽｽﾋﾟﾘｯﾂ 69 ― 45 大船渡 雫石町 41 ― 26 豊間根
太田東 76 ― 34 西根 二戸中央 39 ― 38 中里きらり
山田 61 ― 54 岩谷堂 盛岡仁王 86 ― 30 八幡

１月１２日（日）
［２回戦］ ［２回戦］
水沢みなみ 56 ― 26 磯鶏 山目 61 ― 40 滝沢中央
矢巾 48 ― 31 桜台 まえさわ 37 ― 36 津志田ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｽﾞ
盛岡DUCKS 52 ― 34 小久慈ｻﾝﾀﾞｰｽ 太田東 71 ― 28 高田
山目 49 ― 33 西南 黒東 55 ― 35 花巻
松園ｲｰｸﾞﾙｽ 44 ― 40 湯口 鬼柳・南 59 ― 33 湯口
黒西 51 ― 46 若葉 一関 73 ― 29 長内ｻﾝﾀﾞｰｽ
花巻ﾉｰｽｽﾋﾟﾘｯﾂ 57 ― 54 大東 雫石町 31 ― 27 岩谷堂
太田東 65 ― 56 山田 盛岡仁王 71 ― 32 二戸中央
［準々決勝］ ［準々決勝］
水沢みなみ 65 ― 47 矢巾 山目 43 ― 34 まえさわ
山目 58 ― 34 盛岡DUCKS 黒東 46 ― 35 太田東
黒西 68 ― 51 松園ｲｰｸﾞﾙｽ 一関 57 ― 53 鬼柳・南
太田東 76 ― 60 花巻ﾉｰｽｽﾋﾟﾘｯﾂ 盛岡仁王 36 ― 19 雫石町

１月１３日（月）
［準決勝］ ［準決勝］
水沢みなみ 47 ― 40 山目 黒東 50 ― 49 山目
太田東 68 ― 56 黒西 盛岡仁王 57 ― 56 一関
［決勝］ ［決勝］
水沢みなみ 50 ― 48 太田東 盛岡仁王 60 ― 40 黒東

全国大会出場 盛岡仁王

東北大会出場 黒東
一関
山目

ＪＡ全農いわて　いわて純情米選手権　第43回岩手県ミニバスケットボール交歓大会

水沢みなみ

太田東

盛岡仁王は、13年ぶり５回目の優勝水沢みなみは、初優勝

岩手県営体育館、渋民総合体育館、八幡平市総合体育館

黒西
山目




