
１位 裾野市立東中学校
２位 長泉町立北中学校
３位 沼津市立大岡中学校
４位 長泉町立長泉中学校
１位 沼津市立高等学校中等部
２位 富士宮市立富士宮第四中学校
３位 富士市立岳陽中学校
４位 沼津市立愛鷹中学校
１位 静岡市立由比中学校
２位 静岡市立清水第七中学校
３位 静岡大成中学校
４位 城南静岡中学校
１位 静岡大成中学校
２位 静岡市立高松中学校
３位 常葉学園中学校
４位 藤枝順心中学校
１位 浜松学院中学校
２位 浜松市立東部中学校
３位 浜松開誠館中学校
４位 浜松市立与進中学校
１位 浜松開誠館中学校
２位 浜松学院中学校
３位 静岡県西遠女子学園中学校
４位 湖西市立鷲津中学校

東部

中部

西部

第２８回静岡県中学校新人バスケットボール選手権大会

男子

女子

男子

女子

男子

女子



浜松学院 西１

静岡大成 中３

長泉 東４

由比 中１

長泉北 東２

与進 西４

裾野東 東１

開誠館 西３

城南静岡 中４

浜松東部 西２

清水第七 中２

大岡 東３

第２８回静岡県中学校新人バスケットボール選手権大会　組み合わせ（男子）

第１日目 １月７日（土）  ＜男子予選リーグ＞   エコパアリーナ

Ａブロック 浜松学院 静岡大成 長泉 順位

Ｂブロック 由比 長泉北 与進 順位

Ｃブロック 裾野東 開誠館 城南静岡 順位

Ｄブロック 浜松東部 清水第七 大岡 順位

Cブロック1位 Bブロック1位

第２日目 １月１４日（土）   ＜男子決勝トーナメント＞  吉田中学校体育館

B4 13:30

A4 13:30

A2 10:50 B2 10:50

Ａブロック1位 Dブロック1位



開誠館 西１

常葉 中３

愛鷹 東４

静岡大成 中１

富士宮四 東２

鷲津 西４

市立沼津 東１

西遠 西３

藤枝順心 中４

浜松学院 西２

高松 中２

岳陽 東３

第２８回静岡県中学校新人バスケットボール選手権大会　組み合わせ（女子）

第１日目 １月７日（土）  ＜女子予選リーグ＞   エコパアリーナ

Ｅブロック 開誠館 常葉 愛鷹 順位

Ｆブロック 静岡大成 富士宮四 鷲津 順位

Ｇブロック 市立沼津 西遠 藤枝順心 順位

Ｈブロック 浜松学院 高松 岳陽 順位

Ｆブロック1位

第２日目 １月１４日（土）   ＜女子決勝トーナメント＞  吉田中体育館

A3 12:10

B３ 12:10

A1 9:30 B1 9:30

Ｅブロック1位 Ｈブロック1位 Ｇブロック1位



1 9:00 浜松学院 × 長泉 由比 × 与進 開誠館 × 愛鷹 静岡大成 × 鷲津

2 10:20 裾野東 × 城南静岡 浜松東部 × 大岡 市立沼津 × 藤枝順心 浜松学院 × 岳陽

3 11:40 静岡大成 × 浜松学院 長泉北 × 由比 常葉 × 開誠館 富士宮四 × 静岡大成

4 13:00 開誠館 × 裾野東 清水第七 × 浜松東部 西遠 × 市立沼津 高松 × 浜松学院

5 14:20 長泉 × 静岡大成 与進 × 長泉北 愛鷹 × 常葉 鷲津 × 富士宮四

6 15:40 城南静岡 × 開誠館 大岡 × 清水第七 藤枝順心 × 西遠 岳陽 × 高松

1 9:30 女子Ｅ１ × Ｈ１ 女子Ｇ１ × Ｆ１

2 10:50 男子Ａ１ × Ｄ１ 男子Ｃ１ × Ｂ１

3 12:10

4 13:30

女子  決勝 女子  3決

男子  決勝 男子  3決

閉会式・表彰式（１５：００開始／終了予定１５：２０）

＜閉会式・表彰式には、ベスト４のチームが出席してください。＞

第２日目 １月１４日（土） 決勝トーナメント【８：３０開場／１ゲーム１時間２０分で進行】

時間

決勝トーナメント
（吉田中学校体育館）

Ａコート Ｂコート

第２８回静岡県中学校新人バスケットボール選手権大会　進行表

第１日目 １月７日（土） 予選リーグ【開会式なし／８：００開場／１ゲーム１時間１５分で進行】

時間
男子（エコパアリーナ） 女子(エコパアリーナ）

①コート ②コート ③コート ④コート


