
期　日　：

会　場　：

26日 26日
春　風 33 － 32 丸　山 苦楽園 42 － 14 舞　子

（阪神） （神戸） （阪神） （神戸）

春　風 30 － 25 松　陽 苦楽園 57 － 2 宝塚VP
（阪神） （東播） （阪神） （阪神）

丸　山 34 － 30 松　陽 舞　子 54 － 10 宝塚VP
（神戸） （東播） （神戸） （阪神）

26日 26日
多田東 82 － 27 姫　路 明　城 56 － 20 ダンクス

（阪神） （西播） （阪神） （阪神）

多田東 43 － 11 北　淡 明　城 42 － 23 津　名
（阪神） （淡路） （阪神） （淡路）

姫　路 36 － 32 北　淡 ダンクス 43 － 26 津　名
（西播） （淡路） （阪神） （淡路）

20日
人　丸 28 － 24 魚　崎

（東播） （神戸）

三　田 46 － 23 荻　野
（丹有） (阪神）

魚　崎 26 － 16 荻　野
（神戸） （阪神）

人　丸 29 － 26 三　田
（東播） （丹有）

但馬地区

淡路地区

西播地区

東播地区

丹有地区

神戸地区

2017（平成29）年8月19日(土）～27日（日）

豊岡市立総合体育館

南あわじ市三原健康広場体育館
淡路市立学習小学校

佐用町立上月体育館（ホタルドーム）

多可町立加美体育館

丹波市立柏原住民センター
丹波市立春日体育センター

北神戸田園スポーツ公園内体育館
神戸市立神港橘高等学校
神戸市立工業高等専門学校

川西市市民体育館
宝塚市立総合体育館（サブアリーナ）
宝塚市立末広体育館

阪神地区

北神戸田園スポーツ公園

宝塚市立末広体育館

第48回 兵庫県ミニバスケットボール交歓大会
【　女　子　】

A-2A-1
宝塚市立末広体育館

北神戸田園スポーツ公園

神戸市立神港高等学校
A-5

A-4A-3



26日 20日
福　田 26 － 21 久　代 梅　香 31 － 25 丹　波

（神戸） （阪神） (阪神） （丹有）

長尾南 29 － 28 東　河 洲　本 37 － 36 関　宮
（阪神） （但馬） （淡路） （但馬）

東　河 48 － 32 久　代 丹　波 44 － 25 関　宮
（但馬） （阪神） （丹有） （但馬）

福　田 29 － 23 長尾南 梅　香 40 － 26 洲　本
（神戸） （阪神） (阪神） （淡路）

20日 20日
西宮浜 61 － 30 ウッディ 打出浜 35 － 32 東　浦

(阪神） (丹有） (阪神） （淡路）

西宮浜 68 － 20 豊岡D 打出浜 32 － 28 相　生
（阪神） （但馬） （阪神） （西播）

ウッディ 40 － 19 豊岡D 東　浦 38 － 20 相　生
（丹有） （但馬） （淡路） （西播）

20日 19日
山　南 49 － 31 川　西 浜　風 40 － 40 加　西

（丹有） （阪神） (阪神） （東播）

山　南 39 － 29 枝　吉 浜　風 52 － 26 北　稜
（丹有） （神戸） (阪神） （阪神）

川　西 25 － 23 枝　吉 加　西 45 － 31 北　稜
（阪神） （神戸） （東播） （阪神）

丹波市立柏原住民センター

淡路市立学習小学校

豊岡市立総合体育館

豊岡市立総合体育館

北神戸田園スポーツ公園

宝塚市立末広体育館
B-2B-1

B-6B-5

B-4B-3



27日 26日
福　住 62 － 20 稲　野 宝塚CJ 34 － 16 和田山

（神戸） （阪神） （阪神） （但馬）

加古川 46 － 27 三　原 北 40 － 12 WING
（東播） （淡路） （神戸） （東播）

三　原 48 － 12 稲　野 WING 27 － 21 和田山
（淡路） （阪神） （東播） （但馬）

福　住 34 － 27 加古川 北 30 － 22 宝塚CJ
（神戸） （東播） （神戸） （阪神）

26日 26日
宝塚BR 27 － 19 佐　用 氷上籠球 58 － 16 南　淡

（阪神） （西播） （丹有） （淡路）

笹　原 19 － 13 藤原台 清　水 44 － 17 長尾台
（阪神） （神戸） （東播） （阪神）

佐　用 36 － 18 藤原台 長尾台 41 － 32 南　淡
（西播） （神戸） （阪神） （淡路）

宝塚BR 40 － 24 笹　原 清　水 40 － 26 氷上籠球
（阪神） （阪神） （東播） （丹有）

20日 19日
塚　口 43 － 14 氷上東 春　日 33 － 12 多　田

(阪神） （丹有） （丹有） (阪神）

成　徳 27 － 21 浜　脇 神　原 25 － 24 豊岡北
（神戸） （阪神） （阪神） （但馬）

氷上東 36 － 33 浜　脇 多　田 36 － 21 豊岡北
（丹有） （阪神） （阪神） （但馬）

塚　口 34 － 18 成　徳 春　日 29 － 25 神　原
(阪神） （神戸） （丹有） （阪神）

北神戸田園スポーツ公園

多可町立加美体育館

佐用町立上月体育館

宝塚市立総合体育館

豊岡市立総合体育館丹波市立春日体育センター
C-6C-5

C-4C-3

C-2C-1



26日 26日
立花西 38 － 10 八　鹿 北　六 27 － 23 ソルティ

（阪神） （但馬） （阪神） （西播）

立花西 33 － 16 西　淡 園　田 38 － 29 梁　瀬
（阪神） （淡路） （阪神） （但馬）

八　鹿 25 － 24 西　淡 ソルティ 41 － 18 梁　瀬
（但馬） （淡路） （西播） （但馬）

北　六 32 － 21 園　田
（阪神） （阪神）

20日 20日
段上西 36 － 24 緑 津　門 39 － 27 緑　丘

(阪神） （淡路） （阪神） （阪神）

段上西 55 － 18 仁　川 津　門 41 － 18 出　石
(阪神） （阪神） （阪神） （但馬）

緑 41 － 17 仁　川 緑　丘 34 － 20 出　石
（淡路） （阪神） (阪神） （但馬）

20日 19日
三原アぜ 20 － 0 岩　園 猪名川 76 － 4 成徳ユニ
（淡路） （阪神） （阪神） （神戸）

柏　原 40 － 13 東　谷 香櫨園 30 － 15 狭　間
（丹有） （阪神） （阪神） （丹有）

東　谷 20 － 0 岩　園 成徳ユニ 20 － 0 狭　間
（阪神） （阪神） （神戸） （丹有）

柏　原 33 － 14 三原アゼ 香櫨園 33 － 19 猪名川
（丹有） （淡路） （阪神） （阪神）

19日
用　海 39 － 30 潮　見

（阪神） (阪神）

用　海 29 － 17 一　宮
（阪神） （淡路）

潮　見 27 － 25 一　宮
（阪神） （淡路）

多可町立加美体育館

神戸市立工業高等専門学校

丹波市立柏原住民センター 豊岡市立総合体育館

豊岡市立総合体育館

丹波市立春日体育センター

佐用町立上月体育館

D-7

D-6D-5

D-4D-3

D-2D-1


