
優勝決定戦 明倫 25－22 椿東

交流戦 明倫 25－29 椿東

Jr戦 椿東  1－26 明倫

１回戦 花岡 24－25 明倫

準決勝 明倫 60－12 玖珂

決勝戦 楠 18－32 明倫

リーグ戦 明倫 43－13 高泊

明倫 49－19 川西

決勝戦 明倫 32－22 厚狭

１回戦 川上 21－60 明倫

準決勝 明倫 29－ 6 厚狭

決勝戦 楠 33－36 明倫

優勝決定戦 明倫 26－13 椿東

交流戦 明倫 36－36 椿東

Jr戦 椿東 15－21 明倫

１回戦 華浦 33－48 明倫

準決勝 周東 23－38 明倫

決勝戦 中村 29－22 明倫

予選リーグ 大竹 31－39 明倫

佐波 19－31 明倫

１位リーグ 石見ｻﾝｽﾞ 29－42 明倫

愛南 39－25 明倫

１回戦 勝間(周南) 25－24 明倫

交流戦 明倫 48－24 西浦

１回戦 新田 27－32 明倫

２回戦 岐山 25－30 明倫

１位リーグ 中村 31－24 明倫

明倫 38－44 桜田

予選ﾘｰｸﾞ 三丘  8－75 明倫

明倫 43－22 牟礼中央

決勝戦 桜木 25－36 明倫

予選ﾘｰｸﾞ 華浦 20－37 明倫

大畠 29－37 明倫

決勝戦 明倫 36－33 勝間(周南)

１回戦 明倫 29－26 富田今宿

２回戦 明倫 37－18 吉田

準決勝 花岡 20－35 明倫

決勝 明倫 22－44 古田台

予選ﾘｰｸﾞ 赤坂 36－36 明倫

江浦 34－29 明倫

予選ﾘｰｸﾞ 明倫 52－13 川西

明倫 53－ 8 桃山

決勝戦 明倫 64－31 文関

9月26日･27日
中村幸男杯争奪周南大会

中村ブロック 準優勝

県西部地区秋季交歓会
２部Ｂブロック 優勝

10月4日

9月22日
県体（スポ少の部）

Ｃブロック 優勝

上境杯
（Ａブロック）

10月25日

平成２７年度大会結果（女子）

日程 大会名 対戦結果

大空カップ
Ａブロック 優勝

7月18日･19日

萩市春季交歓会
優　勝

ともよＣＵＰ
Ｃブロック 優勝

5月5日

4月29日

7月4日

萩サマーチャレンジ交流大会
Ａブロック 優勝

県夏季交歓会山口大会

Ａブロック 準優勝

8月22日

萩市夏季交歓会
優　勝

8月2日

8月15日･16日 わがままカップ

三戸杯
（２部Ａブロック）

松本杯

7月5日

5月17日
県春季交歓会

２部Ｂブロック 優勝

6月20日



優勝決定戦 明倫 33－21 椿東

交流戦 明倫 45－30 椿東

Jr戦 椿東 18－ 7 明倫

１回戦 富田今宿 34－24 明倫

交流戦 明倫 42－11 玖珂

予選ﾘｰｸﾞ 明倫 44－47 田布施

明倫 32－23 岐山

１回戦 夜市 31－30 明倫

交流戦 明倫 43－25 花岡

予選ﾘｰｸﾞ 明倫 54－14 柳井Jr.

明倫 38－26 久米櫛ヶ浜

決勝戦 明倫 26－22 厚狭

リーグ戦 明倫 53－27 吉敷

明倫 20－16 厚狭

決勝戦 明倫 19－23 椿東

予選ﾘｰｸﾞ 明倫 52－13 吉賀

明倫 51－ 9 ﾌﾞﾚｲｶｰｽﾞJr

明倫 44－47 石見サンズ

準々決勝 明倫 49－36 西益田

準決勝 七尾 20－39 明倫

決勝 明倫 10－21 椿東

優勝決定戦 椿東 17－12 明倫

交流戦 椿東 22－20 明倫

Jr戦 明倫  2－46 椿東

予選リーグ 久米櫛ヶ浜 40－30 明倫

久保 50－41 明倫

リーグ戦 明倫 17－46 文関

豊浦 14－33 明倫

リーグ戦 萩・長門 30－28 光下松

萩・長門 33－24 周南

萩・長門 33－24 岩国玖珂

萩・長門 22－31 防府

萩・長門 43－ 9 柳井熊毛

萩・長門 25－27 山口

対戦結果

フリースロー大会･１位　椙本 茉花

山陽小野田市近郷大会
（Ａブロック）

12月13日

12月5日

平成２７年度大会結果（女子）

富田女子杯

萩市秋季交歓会
優　勝

11月3日

日程 大会名

12月6日 勝 間“THANKS”カップ

1月23日

1月16日
   17日

12月20日

萩市新人交歓会

県冬季交歓会萩大会
Ｂブロック 優勝

石西大会

準　優　勝

1月10日
ミニバス萩大会

準　優　勝

県西部地区新人交歓会2月11日

徳修館杯三丘大会

3月12日
　 13日

エンデバーU-12練成会

2月7日


