
平成２９年度第３７回九州ブロックスポーツ少年団ミニバスケットボール交流大会　競技日程

８月２６日 春日市総合スポーツセンター 網掛けは女子

時間 （淡） 対戦 （濃） 審判 T.O.

Ａ①  9:30～ 男 福良ヶ丘 vs 日知屋 杵築 湯江 BuzzerBeaters

Ａ② 10:30～ 女 杵築 vs 湯江 BuzzerBeaters 熊本北部総合 清武

Ａ③ 11:30～ 男 BuzzerBeaters vs 熊本北部総合 清武 諸富 福良ヶ丘

Ａ④ 12:30～ 女 清武 vs 諸富 Ａ①の勝ち Ｂ①の勝ち 杵築

Ａ⑤ 13:30～ 男 Ａ①の勝ち vs Ｂ①の勝ち Ａ②の勝ち Ｂ②の勝ち 諸富

Ａ⑥ 14:30～ 女 Ａ②の勝ち vs Ｂ②の勝ち Ａ③の勝ち Ｂ③の勝ち 日知屋

Ａ⑦ 15:30～ 男 Ａ③の勝ち vs Ｂ③の勝ち Ａ④の勝ち Ｂ④の勝ち 湯江

Ａ⑧ 16:30～ 女 Ａ④の勝ち vs Ｂ④の勝ち 福良ヶ丘 日知屋 熊本北部総合

時間 対戦 審判 T.O.

Ｂ①  9:30～ 男 SpeedyRats vs 大野 真喜良 大野南 糸満

Ｂ② 10:30～ 女 真喜良 vs 大野南 糸満 大野南 熊本北部総合

Ｂ③ 11:30～ 男 糸満 vs 大野南 熊本北部総合 大野 SpeedyRats

Ｂ④ 12:30～ 女 熊本北部総合 vs 大野 Ａ①の負け Ｂ①の負け 真喜良

Ｂ⑤ 13:30～ 男 Ａ①の負け vs Ｂ①の負け Ａ②の負け Ｂ②の負け 大野

Ｂ⑥ 14:30～ 女 Ａ②の負け vs Ｂ②の負け Ａ③の負け Ｂ③の負け 大野

Ｂ⑦ 15:30～ 男 Ａ③の負け vs Ｂ③の負け Ａ④の負け Ｂ④の負け 大野南

Ｂ⑧ 16:30～ 女 Ａ④の負け vs Ｂ④の負け SpeedyRats 大野 大野南

８月２６日 大野城市総合体育館 網掛けは女子

時間 （淡） 対戦 （濃） 審判 T.O.

Ｃ①  9:30～ 男 ライズ vs 江南 加治木柁城 兵庫 加治木柁城

Ｃ② 10:30～ 女 加治木柁城 vs 兵庫 大北 加治木柁城 江南

Ｃ③ 11:30～ 男 大北 vs 加治木柁城 兵庫 田川 大利

Ｃ④ 12:30～ 女 兵庫 vs 田川 加治木柁城 大利 加治木柁城

Ｃ⑤ 13:30～ 男 加治木柁城 vs 大利 田川 加治木柁城 大北

Ｃ⑥ 14:30～ 女 田川 vs 加治木柁城 大利 大北 兵庫

Ｃ⑦ 15:30～ 男 大利 vs 大北 ライズ 江南 ライズ

時間 対戦 審判 T.O.

Ｄ①  9:30～ 男 杵築 vs 中間 大淀 豊後大野 西辺

Ｄ② 10:30～ 女 大淀 vs 豊後大野 Ｃ①の負け Ｄ①の負け 田川

Ｄ③ 11:30～ 男 Ｃ①の負け vs Ｄ①の負け 豊後大野 西辺 大淀

Ｄ④ 12:30～ 女 豊後大野 vs 西辺 Ｃ①の勝ち Ｄ①の勝ち 杵築

Ｄ⑤ 13:30～ 男 Ｃ①の勝ち vs Ｄ①の勝ち 西辺 大淀 豊後大野

Ｄ⑥ 14:30～ 女 西辺 vs 大淀 杵築 中間 中間



平成２９年度第３７回九州ブロックスポーツ少年団ミニバスケットボール交流大会　競技日程

８月２７日 春日市総合スポーツセンター 網掛けは女子

時間 （淡） 対戦 （濃） 審判 T.O.

Ａ①  9:30～ 女 女Ａ１位 vs 女Ｂ１位 男Ａ１位 男Ｂ１位 男Ａ１位

Ａ② 10:30～ 男 男Ａ１位 vs 男Ｂ１位 女Ａ１位 女Ｂ１位 女Ａ１位

Ａ③ 11:30～ 女 Ａ①の勝ち vs Ｂ①の勝ち 男Ａ１位 男Ｂ１位 男Ｂ１位

Ａ④ 12:30～ 男 Ａ②の勝ち vs Ｂ②の勝ち 女Ａ１位 女Ｂ１位 女Ｂ１位

時間 対戦 審判 T.O.

Ｂ①  9:30～ 女 女Ｃ１位 vs 女Ｄ１位 男Ｃ１位 男Ｄ１位 男Ｃ１位

Ｂ② 10:30～ 男 男Ｃ１位 vs 男Ｄ１位 女Ｃ１位 女Ｄ１位 女Ｃ１位

Ｂ③ 11:30～ 女 Ａ①の負け vs Ｂ①の負け 男Ｃ１位 男Ｄ１位 男Ｄ１位

Ｂ④ 12:30～ 男 Ａ②の負け vs Ｂ②の負け 女Ｃ１位 女Ｄ１位 女Ｄ１位

８月２７日 大野城市総合体育館 網掛けは女子

時間 （淡） 対戦 （濃） 審判 T.O.

Ｃ①  9:30～ 男 男Ｄ２位 vs 男Ａ２位 男Ｄ３位 男Ａ３位 男Ａ４位

Ｃ② 10:10～ 男 男Ｄ３位 vs 男Ａ３位 男Ａ４位 男Ｂ４位 男Ａ２位

Ｃ③ 10:50～ 男 男Ａ４位 vs 男Ｂ４位 男Ａ２位 男Ｂ２位 男Ａ３位

Ｃ④ 11:30～ 男 男Ａ２位 vs 男Ｂ２位 男Ａ３位 男Ｂ３位 男Ｂ４位

Ｃ⑤ 12:10～ 男 男Ａ３位 vs 男Ｂ３位 男Ｂ４位 男Ｃ４位 男Ｃ２位

Ｃ⑥ 12:50～ 男 男Ｂ４位 vs 男Ｃ４位 男Ｃ２位 男Ｄ２位 男Ｃ３位

Ｃ⑦ 13:30～ 男 男Ｃ２位 vs 男Ｄ２位 男Ｃ３位 男Ｄ３位 男Ｃ４位

Ｃ⑧ 14:10～ 男 男Ｃ３位 vs 男Ｄ３位 男Ｃ４位 男Ａ４位 男Ｂ２位

Ｃ⑨ 14:50～ 男 男Ｃ４位 vs 男Ａ４位 男Ｂ２位 男Ｃ２位 男Ｂ３位

Ｃ⑩ 15:30～ 男 男Ｂ２位 vs 男Ｃ２位 男Ｂ３位 男Ｃ３位 男Ｄ２位

Ｃ⑪ 16:10～ 男 男Ｂ３位 vs 男Ｃ３位 男Ｄ２位 男Ａ２位 男Ｄ３位

時間 対戦 審判 T.O.

Ｄ①  9:30～ 女 女Ｄ２位 vs 女Ａ２位 女Ａ３位 女Ｂ３位 女Ｄ３位

Ｄ② 10:10～ 女 女Ａ３位 vs 女Ｂ３位 女Ｄ３位 女Ａ４位 女Ａ２位

Ｄ③ 10:50～ 女 女Ｄ３位 vs 女Ａ４位 女Ａ２位 女Ｂ２位 女Ｂ３位

Ｄ④ 11:30～ 女 女Ａ２位 vs 女Ｂ２位 女Ｂ３位 女Ｃ３位 女Ａ４位

Ｄ⑤ 12:10～ 女 女Ｂ３位 vs 女Ｃ３位 女Ａ４位 女Ｂ４位 女Ｃ２位

Ｄ⑥ 12:50～ 女 女Ａ４位 vs 女Ｂ４位 女Ｃ２位 女Ｄ２位 女Ｃ３位

Ｄ⑦ 13:30～ 女 女Ｃ２位 vs 女Ｄ２位 女Ｃ３位 女Ａ３位 女Ｂ４位

Ｄ⑧ 14:10～ 女 女Ｃ３位 vs 女Ａ３位 女Ｂ４位 女Ｄ３位 女Ｂ２位

Ｄ⑨ 14:50～ 女 女Ｂ４位 vs 女Ｄ３位 女Ｂ２位 女Ｃ２位 女Ｄ２位

Ｄ⑩ 15:30～ 女 女Ｂ２位 vs 女Ｃ２位 女Ｄ２位 女Ａ２位 女Ａ３位

※大野城市総合体育館会場の試合は３Ｑ制（前半：１Ｑ・２Ｑ、後半：４Ｑ）とする。


