
優勝決定戦 椿東 26－48 明倫

交流戦 椿東 24－29 明倫

Jr戦 明倫  2－6 椿東

１回戦 桜田 20－61 明倫

２回戦 佐波 57－32 明倫

２位Ｔ 明倫 18－29 田口

交流戦 牟礼中央 44－32 明倫

２回戦 明倫 75－28 東岐波

３回戦 明倫 32－36 桃山

順位決定戦 明倫 32－56 川西

リーグ戦 川西 37－35 明倫

明倫 47－44 西岐波

優勝決定戦 明倫 33－19 椿東

交流戦 明倫 36－28 椿東

Jr戦 椿東 9 －20 明倫

予選リーグ おおしま 34－46 明倫

山口ふしの 65－48 明倫

２位リーグ 玉祖 71－37 明倫

小方 40－35 明倫

１回戦 明倫 42－40 勝間(防府)

２回戦 花岡 50－42 明倫

山口ふしの 47－32 明倫

厚狭 59－13 明倫

明倫 23－51 須恵

予選ﾘｰｸﾞ 浅江 29－24 明倫

文関 45－37 明倫

５位決定戦 明倫 24－25 久保

１回戦 明倫 35－47 牟礼中央

交流戦 桃山 38－28 明倫

１回戦 明倫 20－ 0 平生

準決勝 湯田 65－34 明倫

１回戦 小郡 42－60 明倫

準決勝 光井 76－22 明倫

優勝決定戦 明倫 63－32 椿東

交流戦 明倫 45－43 椿東

Jr戦 椿東 4 －28 明倫

２回戦 岬恩田 66－40 明倫

予選ﾘｰｸﾞ 明倫 38－23 大内

明倫 25－51 光大和

リーグ戦 勝間(周南) 27－48 明倫

徳山中央 16－41 明倫

決勝戦 久保 38－46 明倫

12月7日
中村幸男杯争奪周南大会

Ｄブロック 優勝

県西部地区秋季交歓会

10月20日

宇部ときわライオンズ杯
（Ｃブロック）

三戸杯
（Ｃブロック）

萩市秋季交歓会
優　勝

萩サマーチャレンジ交流大会
（Ａブロック）

10月7日

9月23日
県体（スポ少の部）

（Ｂブロック）

9月7日

10月26日

11月10日

山口市会長杯
（１部トーナメント）

山陽小野田市サマーフェスタ

上境杯
（Ｃブロック）

萩市夏季交歓会
優　勝

8月25日

6月9日

9月8日

7月14日･15日

6月29日

松本杯

8月4日

5月4・5日 ともよＣＵＰ

６月1･2日

宇部近郷交歓大会
(Ｂブロック)

4月30日

県春季交歓会西部地区大会

令和元年度大会結果（女子）

日程 大会名 対戦結果

萩市春季交歓会
優　勝



１回戦 明倫 21－38 南丘

交流戦 明倫 26－64 光大和

１回戦 須恵 52－25 明倫

交流戦 明倫 46－47 富田

１回戦 明倫 40－19 大内

準決勝 勝間 18－50 明倫

決勝 大竹 42－58 明倫

リーグ戦 USA Veleiro 34－57 明倫

平川 50－41 明倫

リーグ戦 明倫 67－16 高千帆高泊

明倫 77－66 秋穂

決勝戦 明倫 50－21 厚狭

予選リーグ 久保 37－51 明倫

光大和 48－38 明倫

１回戦 明倫 56－35 桃山

準決勝 明倫 65－32 西岐波

決勝戦 明倫 23－66 名池

交流戦 華城 59－55 明倫

準決勝 勝間 49－58 明倫

決勝 高千帆高泊 51－42 明倫

勝間"THANKS"カップ
Ｂブロック 優勝

防府勝間杯
２部　準優勝

県西部地区新人交歓会
Ｃブロック　準優勝

2月24日

12月22日

1月12日

山陽小野田市近郷大会
（Ａブロック）

対戦結果大会名

2月11日

2月1日 徳修館杯三丘大会

ミニバス萩大会

12月8日

12月14日

萩市会長杯新人大会
優　勝

大内大会

令和元年度大会結果（女子）

日程

1月13日


