
江東区民体育大会バスケットボール大会（小学生の部）

淡色 濃色 TO 淡色 濃色 TO

9:00 A１ 女 大島 51 － 29 ＢＩＫ 木場Ｄ ＣＭＢ 木場Ｄ B１ 交 五砂 62 － 2 城東Ｃ 木場Ｃ 大島 木場Ｃ

9:55 A２ 交 木場Ｃ 26 － 32 ＣＭＢ 大島 ＢＩＫ 大島 B２ 交 深川Ｃ 14 － 33 五砂 五砂 城東Ｃ 城東Ｃ

10:50 A３ 女 深川 44 － 17 五砂 木場Ｃ ＣＭＢ 木場Ｃ B３ 交 木場Ｄ 28 － 20 大島 深川Ｃ 五砂 深川Ｃ

11:45 A４ 女 大島 51 － 23 木場 深川 五砂 深川 B４ 交 木場Ｃ 38 － 25 大島 木場Ｄ 大島 木場Ｄ

12:40 A５ 交 木場Ｄ 22 － 50 ＣＭＢ 大島 木場 大島 B５ 交 城東Ｃ 14 － 50 深川Ｃ 数矢 大島Ａ 大島Ａ

13:35 A６ B６ 男 五砂 58 － 18 城東B 城東Ｃ 深川Ｃ 深川Ｃ

14:30 A７ 女 五砂 96 － 25 数矢 大島 辰巳 大島 B７ 男 辰巳 19 － 60 深川 五砂 城東B 五砂

15:25 A８ 男 ＩＣＨＩＤＡＩ 20 － 71 木場 五砂 数矢 五砂 B８ 男 数矢 53 － 43 大島Ａ 辰巳 深川 辰巳

16:20 A９ 女 大島 41 － 28 辰巳 ＩＣＨＩＤＡＩ 木場 木場 B９ 男 五砂 22 － 59 深川 ＩＣＨＩＤＡＩ 大島Ａ ＩＣＨＩＤＡＩ

17:15 A１０ 女 数矢 12 － 103 深川 木場 五砂 辰巳 B１０ 男 城東Ｂ 15 － 56 辰巳 数矢 深川 数矢

18:10 A１１ 男 木場 80 － 25 数矢 数矢 深川 深川 B１１ 男 ＩＣＨＩＤＡＩ 21 － 43 大島Ａ 城東Ｂ 辰巳 城東Ｂ

淡色 濃色 TO 淡色 濃色 TO

9:00 A１ 女 辰巳 46 － 17 ＢＩＫ 城東 深川Ｂ 城東 B１ 交 深川女子 46 － 9 東雲 ＢＩＫ 豊洲 ＢＩＫ

9:55 A２ 女 豊洲 30 － 47 ＣＭＢ 辰巳 ＢＩＫ 辰巳 B２ 女 東雲 33 － 22 ＩＣＨＩＤＡＩ 深川女子 東雲 深川女子

10:50 A３ 男 ＣＭＢ 60 － 14 東雲 豊洲 ＩＣＨＩＤＡＩ 豊洲 B３ 男 大島Ｂ 54 － 48 木場Ｂ 東雲 ＣＭＢ 東雲

11:45 A４ 男 城東 75 － 13 深川Ｂ ＣＭＢ 東雲 ＣＭＢ B４ 男 ＢＩＫ 36 － 40 豊洲 大島Ｂ 木場Ｂ 大島Ｂ

12:40 A５ 女 ＢＩＫ 29 － 44 木場 ＣＭＢ 大島Ｂ ＣＭＢ B５ 交 東雲 23 － 29 数矢 東雲 木場Ｂ 東雲

13:35 A６ B６

14:30 A７ 女 ＣＭＢ 35 － 21 東雲 ＢＩＫ 木場 ＢＩＫ B７ 女 ＩＣＨＩＤＡＩ 33 － 42 豊洲 東雲 数矢 東雲

15:25 A８ 男 ＣＭＢ 102 － 27 大島Ｂ 東雲 ＩＣＨＩＤＡＩ ＣＭＢ B８ 男 東雲 32 － 30 木場Ｂ ＣＭＢ 豊洲 東雲

16:20 A９ 男 城東 54 － 37 豊洲 ＣＭＢ 大島Ｂ ＣＭＢ B９ 男 深川Ｂ 39 － 26 ＢＩＫ 東雲 木場Ｂ 東雲

17:15 A１０ 女 木場 33 － 44 辰巳 城東 豊洲 城東 B１０ 交 数矢 14 － 38 深川女子 深川Ｂ ＢＩＫ 深川Ｂ

18:10 A１１ 女 ＣＭＢ 39 － 23 ＩＣＨＩＤＡＩ 木場 辰巳 木場 B１１ 女 東雲 25 － 45 豊洲 数矢 深川女子 数矢

淡色 濃色 TO 淡色 濃色 TO アナウンス

9:00 A１ 女子 大島 ＣＭＢ 指名 指名 深川 B１ 女子 五砂 豊洲 城東 木場 深川 辰巳

10:00 A２ 男子 五砂 ＢＩＫ 大島 ＣＭＢ 大島 B２ 女子 東雲 木場 豊洲 東雲 五砂 ＢＩＫ

11:00 A３ 男子 城東 木場 指名 指名 五砂 B３ 男子 ＣＭＢ 深川 指名 指名 東雲 豊洲

12:00 A４ 女子 ＣＭＢ 深川 指名 指名 木場 B４ 男子 ＩＣＨＩＤＡＩ 東雲 五砂 深川 木場 数矢

13:00 A５ 男子 豊洲 数矢 ＣＭＢ 木場 ＣＭＢ B５ 男子 大島Ａ 辰巳 ＩＣＨＩＤＡＩ 東雲 ＩＣＨＩＤＡＩ 五砂

14:00 A６ 男子 指名 指名 豊洲 B６ 女子 ＩＣＨＩＤＡＩ ＢＩＫ 大島 辰巳 ＣＭＢ 木場

15:00 A７ 男子 指名 指名 五砂 B７ 女子 数矢 辰巳 ＩＣＨＩＤＡＩ ＢＩＫ ＢＩＫ 東雲

16:00 A８ 女子 深川 大島 指名 指名 豊洲 ＩＣＨＩＤＡＩ

17:00 閉会式

決勝リーグ 記念撮影

決勝リーグ

交流試合

決勝リーグ

決勝 交流試合

交流試合

交流試合

審判

審判 審判

審判 審判

交流試合

9月29日

10月6日

10月20日

審判

準決勝

３位決定戦

学年別ゲーム

学年別ゲーム 学年別ゲーム

交流試合

準決勝

交流試合

交流試合


