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開始時間 試合/審判

第１試合 三宅 ＶＳ 弥生 下山門 ＶＳ 小野SS

結果 12 ・ 24 59 ・ 8

第２試合 青柳 ＶＳ 福間 古賀TV ＶＳ くすのき

結果 23 ・ 53 39 ・ 21

第３試合 日の里西 ＶＳ 古賀ブレイス 福間南 ＶＳ 長丘

結果 14 ・ 65 11 ・ 64

第４試合 三宅 ＶＳ 下山門 弥生 ＶＳ 小野SS

結果 26 ・ 26 54 ・ 8

第５試合 青柳 ＶＳ 古賀TV 福間 ＶＳ くすのき

結果 30 ・ 26 54 ・ 29

第６試合 日の里西 ＶＳ 福間南 古賀ブレイス ＶＳ 長丘

結果 25 ・ 39 30 ・ 51

第７試合 小野SS ＶＳ 三宅 下山門 ＶＳ 弥生

結果 7 ・ 33 48 ・ 22

第８試合 くすのき ＶＳ 青柳 古賀TV ＶＳ 福間

結果 53 ・ 21 17 ・ 42

第９試合 長丘 ＶＳ 日の里西 福間南 ＶＳ 古賀ブレイス

結果 66 ・ 32 26 ・ 33
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2017年度　チャレンジカップ（決勝）日程　男子　舞の里小学校　【平成29年9月10日（日）】
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１．成績発表 ２．個人賞

パート 順位 チーム名 個人名

優勝 長丘ミニバスケットボールクラブ タナカ　コウキ

準優勝 古賀ブレイス アカマ　ケント

第3位 福間南スリーウェーブ クワハラ　アサヒ

第4位 日の里西クラブ サクライ　リョウマ

優勝 福間ミニバスケットボールクラブ ナカシマ　エイト

準優勝 くすのきボーイズ イシマツ　ユウト

第3位 古賀TV モリシゲ　タイセイ

第4位 青柳クラブ キムラ　ナオト

優勝 下山門ミニバスケットボールクラブ コガ　ユウセイ

準優勝 弥生ミニバスケットボールクラブ ゴンドウ　ハル

第3位 三宅ダンクス タカハシ　ナオキ

第4位 小野シャイニングサンズ ナカハシ　カズキ

古賀市バスケットボール協会主催

チャレンジカップ２０１７大会　最終成績　【男子の部】

くすのきボーイズ

1位パート

2位パート

3位パート

チーム名

長丘ミニバスケットボールクラブ

古賀ブレイス

福間南スリーウェーブ

日の里西クラブ

福間ミニバスケットボールクラブ

古賀TV

青柳クラブ

下山門ミニバスケットボールクラブ

弥生ミニバスケットボールクラブ

三宅ダンクス

小野シャイニングサンズ



開始時間 試合/審判

第１試合 福間南 ＶＳ 神興東 三宅 ＶＳ 今玄

結果 17 ・ 44 23 ・ 40

第２試合 日の里西 ＶＳ 下山門 志免西 ＶＳ くすのき

結果 24 ・ 48 24 ・ 23

第３試合 青柳 ＶＳ 長丘 古賀TV ＶＳ 春日南

結果 21 ・ 46 28 ・ 34

第４試合 福間南 ＶＳ 三宅 神興東 ＶＳ 今玄

結果 25 ・ 29 26 ・ 13

第５試合 日の里西 ＶＳ 志免西 下山門 ＶＳ くすのき

結果 45 ・ 49 30 ・ 3

第６試合 青柳 ＶＳ 古賀TV 長丘 ＶＳ 春日南

結果 24 ・ 35 39 ・ 18

第７試合 今玄 ＶＳ 福間南 三宅 ＶＳ 神興東

結果 52 ・ 16 12 ・ 38

第８試合 くすのき ＶＳ 日の里西 志免西 ＶＳ 下山門

結果 33 ・ 27 10 ・ 47

第９試合 春日南 ＶＳ 青柳 古賀TV ＶＳ 長丘

結果 43 ・ 45 36 ・ 50
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１．成績 ２．個人賞

パート 順位 チーム名 個人名

優勝 長丘ミニバスケットボールクラブ マツモト　チヒロ

準優勝 古賀TV フタツキ　ヒナ

第3位 春日南スーパーエンジェルズ シモムラ　サアヤ

第4位 青柳クラブ サトウ　アマネ

優勝 下山門ミニバスケットボールクラブ アリヨシ　サヤカ

準優勝 志免西ミニバスケットボールクラブ ハタ　ナツミ

第3位 くすのきガールズ イマイ　サキ

第4位 日の里西クラブ サハラ　ユイナ

優勝 神郷東クラブ アンドウ　サラ

準優勝 今玄 エノキダ　ミオ

第3位 三宅ダンクス マチナガ　ユリア

第4位 福間南サウスウインズ タツグチ　モモカ

古賀市バスケットボール協会主催

長丘ミニバスケットボールクラブ

古賀TV

チャレンジカップ２０１７大会　最終成績　【女子の部】
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三宅ダンクス
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