
冬季大会　組合せ
２月１３日（土）
<男子＞ <女子＞
初日は、8分で行う。（試合間は、8分で１Qと４Q　タイムアウトは各ピリオド1回のみ）

MⅠ WⅠ
10試合 富山東 富山第一 富山商業 富山中部 呉羽 順位 10試合 富山東 国際 富山商業 呉羽 富山 順位

13 富山東 △２４－２４ ×１９－２１ ○２８－１１ ○３１－２３ ３位 29 富山東 ×17-27 ×１７－２１ ×１３－２９ ×１８－２８ 5位

12 富山第一 △２４－２４ ×１４－３４ ○３１－１８ ○５０－１７ ２位 24 国際 ○２７－１７ ×２０－３２ ×２２－３１ ×１８－３２ 4位

9 富山商業 ○２１－１９ ○３４－１４ ○４５－３３ ○３８－１８ １位 25 富山商業 ○２１－１７ ○３２－２０ ×２２－２７ ○２６－１９ 1位

15 富山中部 ×１１－２８ ×１８－３１ ×３３－４５ ○３０－１５ ４位 31 呉羽 ○２９－１３ ○３１－２２ ○２７－２２ ×２８－３４ 3位

5呉羽 ×２３－３１ ×１７－５０ ×１８－３８ ×３０－１５ ５位 21 富山 ○２８－１８ ○32－18 ×１９－２６ ○３４－２８ 2位

MⅡ WⅡ
6試合 富山 水橋 富山工業 国際 順位 6試合 富山いずみ 水橋 富山西 八尾 順位

4富山 ○２７－１４ ×１１－４０ ×２８－３３ ３位 32 富山いずみ ○３６－２ ○58－4 ○３０－１１ 1位

3水橋 ×１４－２７ ×１６－５１ ○２９－２４ ４位 30 水橋 ×２－３６ ○３１－４ ×１６－２１ 3位

1 富山工業 ○４０－１１ ○５１－１６ ○３０－１７ １位 27 富山西 ×4－58 ×４－３１ ×７－２８ 4位

6国際 ○３３－２８ ×２４－２９ ×１７－３０ ２位 23 八尾 ×１１－３０ ○21－16 ○２８－７ 2位

MⅢ WⅢ
6試合 富山南 富山いずみ 富山北部 不二越 順位 8試合 富山南 富山北部 富山中部 片山 順位

10 富山南 ×１４－２０ ×２４－３４ ○３５－１８ ３位 22 富山南 ○２０－０ ○２２－１２ ○４７－４ 1位

2 富山いずみ ○２０－１４ ×２４－３１ ○１９－９ ２位 28 富山北部 ×０－２０ ×０－２０ ×０－２０ 棄権

11 富山北部 ○３４－２４ ○３１－２４ ×３１－３３ １位 33 富山中部 ×１２－２２ ○２０－０ ○３５－１２ 2位

14 不二越 ×１８－３５ ×９－１９ ○３３－３１ ４位 26 片山 ×4－47 ○２０－０ ×１２－３５ 3位
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２月１４日（日）
<男子＞ <女子＞

PⅠ QⅠ QⅡ
富山商業 富山工業 富山北部 順位 富山商業 富山いずみ 富山南 富山 八尾 順位

３試合 富山商業 ○３２－２０ ○６４－１８ １位 富山商業 △２６－２６ ○３７－２２ ○２７－１６ ○３２－２０ 1位
富山工業 ×２０－３２ ○26-14 ２位 10試合 富山いずみ △２６－２６ ○２４－２０ ×２５－２７ ×２３－２７ 3位
富山北部 ×１８－６４ ×１４－２６ ３位 富山南 ×２２－３７ ×２０－２４ ×１８－３６ ○３５－２７ 4位

富山 ×１６－２７ ○２７－２５ ○３６－１８ ○３７－２５ 2位

PⅡ 八尾 ×２５－２９ ○２７－２３ ×２７－３５ ×２５－３７ 5位

富山第一 国際大付属 富山いずみ 順位
富山第一 ○３３－１４ ○３１－１９ １位

３試合 国際大付属 ×１４－３３ ○２３－１７ ２位
富山いずみ ×１９－３１ ×１７－２３ ３位

PⅢ QⅢ
富山東 富山 富山南 順位 呉羽 水橋 国際大付属 富山西 富山東 順位

富山東 ×３０－３５ ○２６－２３ ２位 呉羽 ○６４－８ ○４６－２５ ○７６－２ ○３２－２０ 1位
３試合 富山 ○３５－３０ ×２０－３４ ３位 10試合 水橋 ×８－６４ ×２１－３６ ○３１－１６ ×２０－３１ 4位

富山南 ×２３－２６ ○３４－２０ １位 国際大付属 ×２５－４６ ○３６－２１ ○５８－１１ ×２７－３４ 3位
富山西 ×２－７６ ×１６－３１ ×１１－５８ ×８－４８ 5位

PⅣ 富山東 ×２０－３２ ○３１－２０ ○３４－２７ ○４８－８ 2位
富山中部 水橋 不二越工業 呉羽 順位

富山中部 ○３２－１７ ×２１－２６ ○２４－１０ １位
６試合 水橋 ×１７－３２ ○３２－９ ○１８－１５ ２位

不二越工業 ○２６－２１ ×９－３２ ○２２－１８ ３位

呉羽 ×１０－２４ ×１５－１８ ×１８－２２ ４位

交流戦 富山工業 対 片山 試合順 ２９－１５

富山北部 対 片山 試合順 ２９－４４

富山中部 対 不二越 試合順 ３１－１５

富山商業 対 国際大付属 試合順 ５１－２６

富山工業 対 富山いずみ 試合順 ３２－２２

富山南 対 片山 試合順 ４１－１８

富山北部 対 富山東 試合順 ９－３２

７試合
8分ゲー
ム

順位決定は、１０分で行う。交流戦は８分（試合間は５分で、１Qと４Q　タイムアウトは各ピリオド1回のみ）

※　QⅠQⅡリーグの統合により、交流戦は中止になりました。

当該チー
ムの
得失点
差より

当該チー
ムの
得失点
差より


