
1月9日（祝） 《会　場》　　U・V　中村三陽

精華女子 ｖｓ 宗像 東海大福岡 ｖｓ 福岡中央

福大大濠 ｖｓ 修猷館 福岡第一 ｖｓ 福翔

宗像 ｖｓ 中村学園女子 福岡中央 ｖｓ 福大若葉

修猷館 ｖｓ 宗像 福翔 ｖｓ 九産大九州

中村学園女子 ｖｓ 精華女子 福大若葉 ｖｓ 東海大福岡

宗像 ｖｓ 福大大濠 九産大九州 ｖｓ 福岡第一

1月14日（土） 《会　場》　　W・X　西南学院　　　　　　   Y・Z　精華学園記念体育館

糸島 ｖｓ 九産大九産 中村三陽 ｖｓ 柏陵 筑紫女学園 ｖｓ 福岡雙葉 福工大城東 ｖｓ 春日

福大大濠 ｖｓ 福翔 福岡第一 ｖｓ 修猷館 精華女子 ｖｓ 福岡中央 東海大福岡 ｖｓ 宗像

九産大九産 ｖｓ 福岡西陵 柏陵 ｖｓ 西南学院 福岡雙葉 ｖｓ 筑紫中央 春日 ｖｓ 九産大九産

修猷館 ｖｓ 九産大九州 福翔 ｖｓ 宗像 宗像 ｖｓ 福大若葉 福岡中央 ｖｓ 中村学園女子

福岡西陵 ｖｓ 糸島 西南学院 ｖｓ 中村三陽 筑紫中央 ｖｓ 筑紫女学園 九産大九産 ｖｓ 福工大城東

九産大九州 ｖｓ 福大大濠 宗像 ｖｓ 福岡第一 福大若葉 ｖｓ 精華女子 中村学園女子 ｖｓ 東海大福岡

◆1位リーグ・2部順位決定戦

1月15日（日） 《会　場》　AA・AB　　福岡第一　　　　　　　　AC・AD　　精華学園記念体育館

福翔 ｖｓ 修猷館 福岡西陵 ｖｓ 西南学院 福岡中央 ｖｓ 宗像 筑紫中央 ｖｓ 春日

九産大九州 ｖｓ 宗像 九産大九産 ｖｓ 中村三陽 福大若葉 ｖｓ 中村学園女子 福岡雙葉 ｖｓ 九産大九産

福大大濠 ｖｓ 福岡第一 糸島 ｖｓ 柏陵 精華女子 ｖｓ 東海大福岡 筑紫女学園 ｖｓ 福工大城東

◆1位リーグ・2位リーグ

122 -  35

平成２８年度福岡県高等学校バスケットボール新人大会中部ブロック予選会

◆1位リーグ

Uコート Vコート

第１試合　9:00～

（Ｔ　Ｏ） 67 - 43 54 - 49

第２試合　10:30～

（Ｔ　Ｏ） 105 -  50

第３試合　12:00～

（Ｔ　Ｏ） 48 - 81  51 - 101

第４試合　13:30～

（Ｔ　Ｏ） 68 - 80 63 - 98

Wコート Xコート Yコート Zコート

第１試合　9:00～

69 - 68 64 - 80

第３試合　12:00～

（Ｔ　Ｏ）

65 - 63 61 - 58

143 -  49 76 - 56

第２試合　10:30～

（Ｔ　Ｏ） 110 -  28 128 -  64

48 - 77

91 - 69 46 - 68

第４試合　13:30～

（Ｔ　Ｏ） 78 - 84 54 - 63

70 - 60 91 - 96

第５試合　15:00～

（Ｔ　Ｏ）

ACコート

72 - 73 70 - 84

AAコート

（Ｔ　Ｏ）

78 - 40

ABコート

 34 - 113

56 - 73

 66 - 109 64 - 94

第６試合　16:30～

（Ｔ　Ｏ）  66 - 136  57 - 105

ADコート

第２試合　11:30～

（Ｔ　Ｏ） 72 - 91 75 - 9799 - 2676 - 57

第１試合　10:00～

（Ｔ　Ｏ） 69 - 68 41 - 8256 - 6443 - 66

第３試合　13:00～

（Ｔ　Ｏ） 78 - 88 75 - 68 71 - 7254 - 52

（Ｔ　Ｏ）  82 - 144 55 - 96

第５試合　15:00～

（Ｔ　Ｏ） 74 - 53 87 - 65

第６試合　16:30～


