
  時　間時　間時　間時　間

48 31 21 47

26 27 28 34

19 57 40 35

豊田A豊田A豊田A豊田A 豊田B豊田B豊田B豊田B MBC 瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸

54 28 38 23

安城安城安城安城 豊田B豊田B豊田B豊田B 豊橋西豊橋西豊橋西豊橋西 瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸

14 47 52 36

豊田A豊田A豊田A豊田A 豊橋西豊橋西豊橋西豊橋西 安城安城安城安城 MBC

45 33 29 43

豊田A豊田A豊田A豊田A MBC 瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸 豊田B豊田B豊田B豊田B

43 33 27 38

      ＢグループＢグループＢグループＢグループ   豊田Ｂ豊田Ｂ豊田Ｂ豊田Ｂ   岡崎ＭＢＣ岡崎ＭＢＣ岡崎ＭＢＣ岡崎ＭＢＣ     豊橋西ジュニア豊橋西ジュニア豊橋西ジュニア豊橋西ジュニア

 ９９９９ ：３０：３０：３０：３０

 １０：３０１０：３０１０：３０１０：３０

 １１：３０１１：３０１１：３０１１：３０

 １３：００１３：００１３：００１３：００

 １４：００１４：００１４：００１４：００

 １５：００１５：００１５：００１５：００

 １６：００１６：００１６：００１６：００

  安　城安　城安　城安　城 × 瀬　戸瀬　戸瀬　戸瀬　戸

  安　城安　城安　城安　城 ×豊田Ａ豊田Ａ豊田Ａ豊田Ａ

  Ａ１位Ａ１位Ａ１位Ａ１位 ×Ｂ２位Ｂ２位Ｂ２位Ｂ２位

   Ａ３位Ａ３位Ａ３位Ａ３位  × Ｂ１位Ｂ１位Ｂ１位Ｂ１位

 ３位決定戦３位決定戦３位決定戦３位決定戦

 　Ａ２位　Ａ２位　Ａ２位　Ａ２位  ×Ｂ２位Ｂ２位Ｂ２位Ｂ２位

 決勝戦決勝戦決勝戦決勝戦

  Ａ１位Ａ１位Ａ１位Ａ１位 × Ｂ１位Ｂ１位Ｂ１位Ｂ１位

         ＢＢＢＢ　コート　コート　コート　コート

 　豊橋西　　豊橋西　　豊橋西　　豊橋西　×　ＭＢＣ　ＭＢＣ　ＭＢＣ　ＭＢＣ

       ＡＡＡＡ　コート　コート　コート　コート

  豊田Ａ豊田Ａ豊田Ａ豊田Ａ × 瀬　戸瀬　戸瀬　戸瀬　戸

  Ａ３位Ａ３位Ａ３位Ａ３位 ×Ｂ２位Ｂ２位Ｂ２位Ｂ２位

  Ａ１位Ａ１位Ａ１位Ａ１位 × Ｂ３位Ｂ３位Ｂ３位Ｂ３位

   豊田Ｂ豊田Ｂ豊田Ｂ豊田Ｂ  ×  ＭＢＣＭＢＣＭＢＣＭＢＣ

   豊田Ｂ豊田Ｂ豊田Ｂ豊田Ｂ  × 豊橋西豊橋西豊橋西豊橋西

   Ｂ１位Ｂ１位Ｂ１位Ｂ１位  × Ａ２位Ａ２位Ａ２位Ａ２位

   Ｂ３位Ｂ３位Ｂ３位Ｂ３位  × Ａ２位Ａ２位Ａ２位Ａ２位

 第１８回　豊田カップ（女子）第１８回　豊田カップ（女子）第１８回　豊田カップ（女子）第１８回　豊田カップ（女子）

   日　時日　時日　時日　時  　　　　   平成２４年３月２４日（土）平成２４年３月２４日（土）平成２４年３月２４日（土）平成２４年３月２４日（土） ９時半試合開始９時半試合開始９時半試合開始９時半試合開始

   場　所場　所場　所場　所  　　　　   豊田市西部体育館豊田市西部体育館豊田市西部体育館豊田市西部体育館

      ＡグループＡグループＡグループＡグループ   豊田Ａ豊田Ａ豊田Ａ豊田Ａ   瀬戸ドリーム瀬戸ドリーム瀬戸ドリーム瀬戸ドリーム   安城レッズ安城レッズ安城レッズ安城レッズ



時　　間時　　間時　　間時　　間

豊田Ａ豊田Ａ豊田Ａ豊田Ａ 岡崎岡崎岡崎岡崎 瀬　戸瀬　戸瀬　戸瀬　戸 高　杉高　杉高　杉高　杉

32 39 44 45

カクタスカクタスカクタスカクタス 常滑常滑常滑常滑 豊田Ｂ豊田Ｂ豊田Ｂ豊田Ｂ 豊　橋豊　橋豊　橋豊　橋

41 40 35 20

 カクタスカクタスカクタスカクタス 豊田A豊田A豊田A豊田A  豊田Ｂ豊田Ｂ豊田Ｂ豊田Ｂ 瀬　戸瀬　戸瀬　戸瀬　戸

23 30 43 53

岡崎岡崎岡崎岡崎 常　滑常　滑常　滑常　滑  高　杉高　杉高　杉高　杉   豊　橋豊　橋豊　橋豊　橋

58 22 67 28

豊田Ａ豊田Ａ豊田Ａ豊田Ａ 常　滑常　滑常　滑常　滑 瀬　戸瀬　戸瀬　戸瀬　戸 豊　橋豊　橋豊　橋豊　橋

34 33 55 44

 岡　崎岡　崎岡　崎岡　崎 カクタスカクタスカクタスカクタス 高　杉高　杉高　杉高　杉 豊田Ｂ豊田Ｂ豊田Ｂ豊田Ｂ

50 28 38 31

岡崎岡崎岡崎岡崎 高杉高杉高杉高杉 豊田豊田豊田豊田A 瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸

45 27 24 25

   日　時日　時日　時日　時  　　　　   平成２４年３月２５日（日）平成２４年３月２５日（日）平成２４年３月２５日（日）平成２４年３月２５日（日） ９時３０分試合開始９時３０分試合開始９時３０分試合開始９時３０分試合開始

   場　所場　所場　所場　所  　　　　   豊田市西部体育館豊田市西部体育館豊田市西部体育館豊田市西部体育館

 ９　: ３０

 1０　: ２５

 1１　: ２０

 1２　: １５

 1５ : ００

 1４　: ０５

 1３　: １０

           ＢコートＢコートＢコートＢコート         ＡコートＡコートＡコートＡコート

      ＡグループＡグループＡグループＡグループ   豊田Ａ豊田Ａ豊田Ａ豊田Ａ   岡崎岡崎岡崎岡崎   カクタスカクタスカクタスカクタス  常滑常滑常滑常滑

      ＢグループＢグループＢグループＢグループ   豊田Ｂ豊田Ｂ豊田Ｂ豊田Ｂ   瀬戸瀬戸瀬戸瀬戸   豊橋　　　高杉豊橋　　　高杉豊橋　　　高杉豊橋　　　高杉

第１８回　豊田カップ（男子）第１８回　豊田カップ（男子）第１８回　豊田カップ（男子）第１８回　豊田カップ（男子）

 決勝決勝決勝決勝  Ａ１位Ａ１位Ａ１位Ａ１位 ×Ｂ１位Ｂ１位Ｂ１位Ｂ１位  ３位決定３位決定３位決定３位決定   Ａ２位Ａ２位Ａ２位Ａ２位× Ｂ２位Ｂ２位Ｂ２位Ｂ２位



優　　勝 準優勝 ３　　位 ３　　位 優　　勝 準優勝 ３　　位 ３　　位

第　１回 H7.3.18 豊　橋 竜神中 豊　田 逢妻中 港　北 水野中 豊田Ｃ 半　田

第　２回 H8.3.23 半　田 豊　田 豊橋Ａ 豊橋Ｂ 豊　田 豊　橋 半　田 瀬　戸

第　３回 H9.3.22 豊　田 豊　橋 矢　作 半　田 豊　田 長久手 豊　橋 応　時

第　４回 H10.3.21 豊　田 瀬　戸 豊　橋 半　田 豊　田 長久手 豊　橋 瀬　戸

第　５回 H11.3.27 豊　田 瀬　戸 半　田 豊　橋 豊　田 瀬　戸 長久手 半　田

第　６回 H12.3.25 豊　橋 カクタス 豊　田 瀬　戸 豊　田 大　阪 瀬　戸 半　田

第　７回 H13.3.24 カクタス 瀬　戸 豊田Ａ 豊　橋 豊　田 瀬　戸 春日井 長久手

第　８回 H14.3.23 豊　橋 豊田Ａ 瀬　戸 カクタス 春日井 瀬　戸 豊田Ｃ 豊田Ｄ

第　９回 H15.3.29 豊田Ａ 豊　橋 瀬　戸 カクタス 日　進 春日井 豊田Ｃ 瀬　戸

第１０回 H16.3.27 豊田Ａ 豊　橋 瀬　戸 豊田Ｂ 豊田Ｃ 瀬　戸 カクタス 豊田Ｄ

第１１回 H17.3.26 豊田Ａ 瀬　戸 豊　橋 豊田Ｂ 豊田Ｄ カクタス 長久手 瀬　戸

第１２回 H18.3.18 豊田Ａ カクタス 豊　橋 豊田Ｂ 豊田Ｃ カクタス 長久手 豊田Ｄ

第１３回 H19.3.24 豊田Ａ 豊　橋 瀬　戸 カクタス 豊田Ｄ 長久手 豊田Ｃ 瀬　戸

第１４回 H20.3.29 常　滑 豊田Ａ 岡　崎 豊田Ｃ ＭＢＣ 長久手

第１５回 H21.3.28 豊田Ａ カクタス 瀬　戸 豊田Ｂ 豊田Ｃ 豊田Ｄ ＭＢＣ 瀬　戸

第１６回 H22.3.27 豊田A 常　滑 瀬　戸 カクタス 豊田C 瀬　戸 ＭＢＣ 豊田Ｄ

第１７回 H23.3.19 豊田A カクタス 豊　橋 豊田Ｂ 豊田Ｄ 豊田Ｃ 品　野 ＭＢＣ

第１８回 H24.3.24～25 岡崎 高杉 瀬戸 豊田A 豊田A ＭＢＣ 豊田B 瀬戸

豊田ジュニアバスケットボール交歓大会（豊田カップ）　順位一覧表豊田ジュニアバスケットボール交歓大会（豊田カップ）　順位一覧表豊田ジュニアバスケットボール交歓大会（豊田カップ）　順位一覧表豊田ジュニアバスケットボール交歓大会（豊田カップ）　順位一覧表

男子 女子

番号 開催日
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