平成１９年８月度報告
2007. 9. 1（土）
（広報委員会）

８月度
◇平成１９年度滋賀県実業団選手権大会
（兼）第５２回近畿実業団選手権大会県予選
（兼）第４０回全日本実業団競技大会県予選
期 日 平成１９年７月２２日（日）
場 所 三洋電機体育館
結 果 男子 １回戦
松下八日市 ６７−４９ 東洋紡
カネカ
５７−４６ 石原産業
準決勝
東レ滋賀
６８−３３ 松下八日市
村田製作所 ６３−４１ カネカ
決 勝
東レ滋賀
６１−４３ 村田製作所
男子は東レ滋賀と牟田製作所、女子は滋賀銀行（推薦）が第５２回近畿実業団
選手権大会に出場
◇第２６回全国ママさん交歓大会
期 日 平成１９年７月２８日（土）〜３０日（月）
場 所 船橋市 船橋総合体育館ほか
結 果 一般 D ブロック
リーグ戦 RJC
３４−３２ 仙萩クラブ（埼玉）
RJC
４６−５２ オレンジクィーン（愛媛）
３決
RJC
３７−６２ 韮崎ラッキーMam’s（山梨）
シニア J ブロック
リーグ戦 カンガルー １７−１６ 柏崎クラブ OG（新潟）
カンガルー １７−５０ PARIS・D 東京（東京）
３決
カンガルー ２４−４４ LOVELY 東京（京都）
（詳細は日本家庭婦人バスケットボール連盟の HP イトをご覧ください。）
◇第６０回滋賀県民体育大会（一般の部）
期 日 平成１９年８月４日（土）
・５日（日）
場 所 近江八幡運動公園体育館、サンビレッジ近江八幡体育館
結 果 男子 準決勝 大津市
８８−７４ 草津市
東近江市 ９０−４６ 米原市
決 勝 大津市
８３−６９ 東近江市
女子 準決勝 長浜市
６６−５３ 栗東市
大津市
６７−３３ 草津市
決 勝 長浜市
８３−６９ 大津市
（詳細は試合結果のページをご覧ください。）
◇第５６回近畿中学校総合体育大会
期 日 平成１９年８月８日（水）
・９日（木）
場 所 大阪 舞洲アリーナ
結 果 男子 予選リーグ
信楽
７０−４６ 魚住東（兵庫）
信楽
５２−６２ 熊取北（大阪）
守山南 ５０−５６ 亀岡（京都）
守山南 ５０−６５ 長尾西（大阪）
女子 予選リーグ
老上
３７−４０ 樟蔭東（大阪）
老上
５２−７３ 京都精華女子（京都）

守山南 ３１−４０ 橿原（奈良）
守山南 ５３−４３ 伏虎（和歌山）
（詳細は大阪中体連バスケットボールの HP をご覧ください。）
◇第４５回男子・第３７回女子全日本教員選手権大会
期 日 平成１９年８月８日（水）
・１１日（土）
場 所 大分市コンパルホール市民体育室ほか
結 果 男子１回戦 滋賀 １０４−５７ 静岡
２回戦 滋賀 １０９−７３ 北海道（日体大 OB）
３回戦 滋賀
７３−５７ 埼玉
４回戦 滋賀
６７−８０ 群馬
女子１回戦 滋賀
６４−８４ 新潟
男子はベスト８
（詳細は大分県バスケットボール協会の HP をご覧ください。）
◇第６２回国民体育大会近畿ブロック大会
期 日 平成１９年８月１８日（土）・１９日（日）
場 所 奈良県立橿原公苑第１体育館、大和高田市立綜合体育館
結 果 成年男子予選リーグ
滋賀 ８４−８１ 奈良
滋賀 ５２−６３ 大阪
決勝トーナメント１回戦 滋賀 ７３−９１ 兵庫
成年女子予選リーグ
滋賀 ８７−９４ 兵庫
滋賀 ８６−４５ 和歌山
決勝トーナメント１回戦 滋賀 ６８−６１ 大阪
決勝
滋賀 ９１−７６ 兵庫
少年女子予選リーグ
滋賀 ７４−８６ 京都
滋賀 ７７−６６ 奈良
決勝トーナメント１回戦 滋賀 ６４−８６ 大阪
成年女子は優勝
（詳細は奈良県バスケットボール協会の HP をご覧ください。）
◇第８回近畿女性交歓大会
期 日 平成１９年８月２５日（土）〜２６日（月）
場 所 和歌山県 橋本市総合体育館
結 果 一般１位推薦の部
予選リーグ
若葉クラブ ３２−３４ ラウンド（兵庫）
若葉クラブ ３８−３４ ROOKIE（奈良）
３・４位決定戦 若葉クラブ ３１−３３ らりるれろ（大阪）
若葉クラブは第４位
一般２位推薦の部
予選リーグ
カンガルー ４９−５６ 桜香クラブ（兵庫）
カンガルー ３２−４４ デイジーダック（大阪）
５・６位決定戦 カンガルー ６５−２０ ファミリーズ（和歌山）
カンガルーは第５位
シニアの部
予選リーグ
びわこクラブ ４２−２２ ビッグママ’S（兵庫）
びわこクラブ ３１−３３ JOYO CLUB（大阪）
３・４位決定戦 びわこクラブ ３８−３８ 池田さつきクラブ（大阪）
びわこクラブは第３位
ゴールデンシニアの部
リーグ戦
滋賀 GS
２５−３３ 兵庫ゴールデンシニア（兵庫）
滋賀 GS
４１−２０ ゴールデン京都（京都）
滋賀 GS は第３位

