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21 76 75 45
40 64
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42 69

51 44
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80 81 44 61
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57 57 68 61
46 67

57 61
74 27
74 48 57 52
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62 63
41 45 111 22

60 62
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105 75
87 49

36 87 47 39
40 38

34 21
28 39 41 46
48 46

45 49

35 55
45 58 32 48

　
62 51

79 45 51 69
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87 53

42 54 36 25
86 61

52 43
46 40
46 37 50 46

37 32

44 39
13 63 93 29

88 78
156 72

平成２７年度静岡県中学校総合体育大会バスケットボールの部　最終結果

《男子》《男子》《男子》《男子》

東豆①

引引引引 佐佐佐佐 南南南南 部部部部

小笠② 桜桜桜桜 がががが 丘丘丘丘

志榛③ 小小小小 川川川川 浜松⑧

富士①

浜松① 開開開開 誠誠誠誠 館館館館 志榛① 榛榛榛榛 原原原原

磐周① 豊豊豊豊 田田田田 南南南南 浜松⑤ 鷲鷲鷲鷲 津津津津

清水②

江江江江 西西西西浜松④

伊伊伊伊 東東東東 南南南南

清清清清 水水水水 七七七七

岩岩岩岩 松松松松 清水① 清清清清 水水水水 二二二二
浜
松
開
誠
館

優勝

静岡③ 安安安安 倍倍倍倍 川川川川

駿東② 清清清清 水水水水 町町町町 立立立立 南南南南

静岡② 末末末末 広広広広

田方① 韮韮韮韮 山山山山 三島① 北北北北 上上上上

富士宮① 富富富富 士士士士 根根根根 南南南南 磐周② 竜竜竜竜 洋洋洋洋

静岡① 大大大大 成成成成

篠篠篠篠 原原原原

駿東①

志榛② 吉吉吉吉 田田田田 浜松⑥

原原原原 里里里里 沼津②

長長長長 泉泉泉泉

沼沼沼沼 津津津津 第第第第 四四四四

常常常常 葉葉葉葉 菊菊菊菊 川川川川

浜松⑦ 新新新新 居居居居 駿東③

松松松松 崎崎崎崎 志榛④

沼津① 原原原原 小笠①

浜松③ 与与与与 進進進進 浜松② 浜浜浜浜 松松松松 学学学学 院院院院

金金金金 谷谷谷谷賀茂①

志榛① 順順順順 心心心心

《女子》《女子》《女子》《女子》

沼津① 沼沼沼沼 津津津津 市市市市 立立立立

賀茂① 河河河河 津津津津 小笠① 常常常常 葉葉葉葉 菊菊菊菊 川川川川

浜松⑦ 清清清清 竜竜竜竜 志榛④ 島島島島 田田田田 二二二二

駿東③ 富富富富 士士士士 岡岡岡岡 浜松⑥

末末末末 広広広広静岡②

開開開開 誠誠誠誠 館館館館
優勝

清水① 静静静静 岡岡岡岡 翔翔翔翔 洋洋洋洋 駿東② 御御御御 殿殿殿殿 場場場場 南南南南

田方① 長長長長 岡岡岡岡

舞舞舞舞 阪阪阪阪

静岡③ 安安安安 東東東東 富士① 鷹鷹鷹鷹 岡岡岡岡

浜松④ 新新新新 居居居居 浜松③

西西西西 遠遠遠遠 駿東①

浜

松

学

院

東豆① 多多多多 賀賀賀賀 磐周② 磐磐磐磐 田田田田 豊豊豊豊 田田田田

富士宮①富富富富 士士士士 宮宮宮宮 第第第第 一一一一 浜松⑤ 浜浜浜浜 松松松松 中中中中 部部部部

門門門門 池池池池大大大大 岡岡岡岡 沼津②

浜松②

吉吉吉吉 田田田田

長長長長 泉泉泉泉 北北北北

沼津③

磐周① 周周周周 南南南南 志榛②

志榛⑤ 榛榛榛榛 原原原原

志榛③ 焼焼焼焼 津津津津 豊豊豊豊 田田田田 清水② 清清清清 水水水水 南南南南

静岡① 常常常常 葉葉葉葉 浜松① 浜浜浜浜 松松松松 学学学学 院院院院

三島① 山山山山 田田田田


