
組　み　合　わ　せ【男子】

5月25日（金）

1稚内大谷高校

2　士別翔雲高校

3　稚　内　高　校

4　天　塩　高　校

5　浜頓別高校

6　下川商業高校

7　名寄産業高校

8　利尻・礼文高校

9　名　寄　高　校

／／／

5月26日（土）

A19：30 �112 

81 
Alll：00 �71 

59 � 

I vsⅡ　A414：00

A211：00 �58 

77 

B211：00 �77 

71 

ⅢvsⅣ　B414：00

B19：30 �52 

97 

5月27日（日）

A211：00　＼

IvsII勝（淡）vs　ⅢvsⅣ負（濃）

B211：00

IvsⅡ負（淡）vs　ⅢvsⅣ勝（濃）

A414：00

ⅢvsⅣ勝（淡）vs IvsⅡ勝（濃）

B414：00

ⅢvsⅣ負（淡）vs IvsⅡ負（濃）

試合会場 

Aコート：名寄スポ」ツセンター 

Bコート：名寄スポーツセンター 

2018/5/25-27



組　み　合　わ　せ　【女子】

5月25日（金） 5月26日（土） 5月27日（日）

決勝リーグ

1士別翔雲高校

2　枝　幸　高　校

3　稚　内　高　校

4　名　寄　高　校

5　浜頓別高校

6　名寄産業高校

7　稚内大谷高校

I vsⅡ　A3

A212：30 �32 � 

88 � 

B212：30 �51 � 

45 � 

Blll：00 �37 � 

88 � 

A1　9：30

IvsⅡ勝（淡）vs　ⅢvsⅣ負（濃）

B1　9：30

IvsII負（淡）vs　ⅢvsⅣ勝（濃）

A312：30

ⅢvsⅣ勝（淡）vsIvsⅡ勝（濃）

B312：30

ⅢvsⅣ負（淡）vsIvsⅡ負（濃）

試合会場 

Aコート：名寄スポーツセンター 

Bコート：名寄スポーツセンター 

2018/5/25-27



決勝リーグ勝敗表
【男子決勝リーグ】

チーム名 �I �Ⅱ �Ⅲ �Ⅳ �勝 数 �負 数 �勝ち点 稚内大谷 �浜頓別 �下川商業 �名寄＿ 

順　　位 

I∴ � �○ �×i �○ �2 �1 �5 2 

稚内大谷 ��100－72 �79－83 �．74－52 

Ⅱ 浜頓別“ �〝× � �× �‘× �0 �3 �3 4 

72－100 ��85－87 �69－91－ 

Ⅲ �○ �○ � �01 �3 �0 �6 1 

下川商業 �83－79 �87⊥85 ��80－69 

Ⅳ �× �○ �× � �1 �2 �4： 3 

名寄 �52－74 �91－69 �69－80 

【女子決勝リーグ】

チーム名 �I �Ⅱ �Ⅲ �Ⅳ �勝 数 �負 数 �勝ち点 順位 士別翔雲 �稚内 �名寄 �稚内大谷 

I � �○ �○ �○ �3 �0 �6 1 

士別翔雲 ��80－44 �78－58 �71－43 

Ⅱ �× � �＿× �○ �1 �2 �4 3 

稚内 �44－80 ��42－66 �77－51 

Ⅲ �×　〝 �○ � �○ �2 �1 �5 2 

名華 �58－78 �66－42 ��73－70 

Ⅳ �× �× �× � �0 �3 �3 4 

稚内大谷 �43－71 �51－77 �70－73 

【順位決定方法】
1　チームの順位は、勝ち点（ポイント）によって決定する。

ゲームに勝ったチームは勝ち点2，負けたチーム（「ゲームの途中終了」も含む）は勝ち点1，

ゲームを没収されたチームは勝ち点0とする。

（1）2チームが同じ勝ち点になった場合は、当該の両チームの対戦で勝ち数の多いチームを上位とする。

（2）3チームが同じ勝ち点になった場合は、当該のチームが対戦したゲームのみでの勝ち点の多いチー
ムを上位とする。

（3）その他は日本バスケットボール競技規則による。

5
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平成30年度　第65回高体連名寄支部バスケットボール選手権大会
兼　第71回北海道高等学校バスケットボール選手権大会名寄支部予選会

戦績用紙

男子

月日 �試合番号 ��高校名 �対戦成績 ���高校名 �備考 
総得点 �クオーター毎得点 �総得点 

5月25日　（金） �Al �予 選 ト i ナ メ ン ト �㊤高校 �71 �I18－14 旧… �（ 59 �稚内　　高校 � 

5月26日　（土） �Al ��㊤‾高校 �11曜紺 は7－17l ���士別翔雲　高校 � 

Bl ��利尻礼文＼高校 �52 �！5「35 は0－26 惇iニ差 �i97 ！ �①高校 � 

A2 ��天塩＿　　高校 � ���（三重）高校 � 

B2 ��⊂∋高校 �77 �23－11 22－20 16－18 16－22 �71 �名寄産業　高校 � 

5月27日　（日） �A2 ��㊤高校 �74 �20－11＿5 9－11 17－19 28．－7 �152 �名寄　　高校 � 

B＿2 ��浜頓別　高校 �85 �障 �上7 ii �二三：千手 � 

A4 ��e高校 �83 �19－21 30－i16 14－21 20－21 �i 79 �稚内大谷　高校 � 

B4 ��く≡）誓 �91 �24－20 13－8 21－16 33－25 �69 �浜頓別　高校 � 

第1位下川商業高校

第2位稚内大谷高校

第3位　名寄　高校

第4位　浜頓別　高校

2018/5/25-27



平成30年度　第65回高体連名寄支部バスケットボール大会
兼　第71回北海道高等学校バスケットボール大会名寄支部予選会

戦績用紙

女子

1月日 �試合番号 ��高校名 �対戦成績 ���高校名＿－ �備考 
総得点 �クオーター毎得点i総得点 

5月25日　（金） �、B＿1 �予 選 ト i ナ メ ン ト 決 勝 リ I グ �名寄産業　高校 �37 �17－16 61－33 10－18 4－21 �1 88 �三三∴三三 � A2 ��枝幸　　高校 �32 �9‾－22 10－24 6－21 7－21 �i i 88 �（≡⊃高校 � 

82 ��（≡）高校 �51 �10－19 14－6 191－19 8－7 �51 �浜頓別　高校 � 

5月26日（土） �A3 ��㊤高校 �80 �28－12 17－9 1十二10 24－13 �44 �稚内　　高校 � 

83 ��i（≡⊃“料 �73 �24－22 19－16 12－6 18－26 �70 �稚内大谷　高校 � 

5月27日　（日） �Al ��㊤高校 �／71 � ��稚内大谷　高校 � 

Bl ��稚内　　高校 �42 � ��（≡）高校 � 

A3 ��名寄　　高校 �58 �10－13 13－28 8－21 27－116 �i78 �e二校 � 

83 ��稚内大谷　高校 �‖1－19 51／臣i… ��77 �∈二）高校 � 

第1位士別翔雲高校

第2位　名寄　高校

第3位　稚内　高校

第4位稚内大谷高校

2018/5/25-27




