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◇第４７回滋賀県中学校春季総合体育大会兼強化練習会 
 期  日  平成２２年５月２０日(木)～２２日（土） 
場  所  滋賀県立体育館、栗東市民体育館、皇子が丘公園体育館 ほか 
結 果 男子準決勝 信楽中学校  ７８－３２ 城山中学校 
          八幡中学校  ６２－５２ 守山南中学校 
      ３ 決 守山南中学校 ６８－４６ 城山中学校 
      決 勝 信楽中学校  ７３－３６ 八幡中学校 
      １位 信楽中学校  ２位 八幡中学校  ３位 守山南中学校  ４位 城山中学校 
     女子準決勝 田上中学校  ５９－５７ 守山南中学校 
           長浜西中学校 ４６－３６ 稲枝中学校 
       ３ 決 稲枝中学校  ４５－３４ 守山南中学校 
       決 勝 長浜西中学校 ４９－４６ 田上中学校 

 １位 長浜西中学校  ２位 田上中学校  ３位 稲枝中学校  ４位 守山南中学校 
（詳細は中学生連盟のページをご覧ください。） 

 
◇第７回滋賀県ミニバスケットボール春季大会 
 期  日  平成２２年５月２２日(土)・２３日（日）・３０日(日) 
場  所  安土マリエート、中主小学校、長浜小学校、蒲生西小学校、立入が丘小学校 

秦荘中学校、菩提寺北小学校、湯田小学校  
結 果 男子準決勝 長小  ４７－３０ 瀬田 HS  
          水口  ３８－３２ 草津燕 

３ 決 草津燕 ４１－３３ 瀬田 HS 
決 勝 水口  ４４－４０ 長小 

      １位 水口  ２位 長小  ３位 草津燕  ４位 瀬田 HS 
     女子準決勝 草津燕      ４３－２９ 守山みなみ  
           ピンクモンスター ５１－１５ いしべ 
       ３ 決 いしべ      ３７－３２ 守山みなみ 
       決 勝 ピンクモンスター ２９－１７ 草津燕 
      １位 ピンクモンスター  ２位 草津燕  ３位 いしべ  ４位 守山みなみ 

（詳細はミニ連盟のページをご覧ください。） 



◇滋賀県高等学校春季総合体育大会 
 期  日  平成２２年５月２９日(土)・３０(日)、６月３日(木)、５日(土)・６日(日) 
場  所  滋賀県立体育館、大津市におの浜ふれあいスポーツセンター、彦根市民体育センター 

サンビレッジ近江八幡、守山市民体育館、皇子が丘公園体育館 
結 果 男子準決勝 光泉高校   １１９－３６ 石山高校 
          立命館守山高校 ７０－４７ 八幡工業高校 
      ３ 決 八幡工業高校  ８３－８１ 石山高校 
      決 勝 光泉高校    ８１－５４ 立命館守山高校 
     １位 光泉高校  ２位 立命館守山高校  ３位 八幡工業高校  ４位 石山高校 
    女子準決勝 滋賀短大附属高校 １０５－４７ 草津東高校 
          長浜北星高校    ８４－６３ 大津商業高校 
      ３ 決 草津東高校     ８１－６１ 大津商業高校 
      決 勝 滋賀短大附属高校 １１１－６７ 長浜北星高校 
     １位 滋賀短大附属高校  ２位 長浜北星高校  ３位 草津東高校  ４位 大津商業高校 

（詳細は高体連専門部のページをご覧ください） 
 
◇男子第６０回・女子第５９回西日本学生選手権大会 
 期  日  平成２２年５月３０(日)～６月６日(日) 
場  所 大阪市中央体育館、大阪府立体育館、各大学体育館 
結 果 男子１回戦 立命館大学        ７１－ ６３ 静岡産業大学 
          滋賀大学経済学部    １１２－ ５７ 大阪大学外国語学部 
          びわこ成蹊スポーツ大学 １００－ ７５ 愛知学院大学 
          滋賀大学教育学部     ９４－ ６７ 福山平成大学 
          滋賀県立大学       ６５－１３９ 信州大学 
      ２回戦 立命館大学       １０８― ７９ 新潟工業短期大学 
          滋賀大学経済学部     ４６－１０５ 新潟経営大学 
          びわこ成蹊スポーツ大学 １０１－ ９４ 九州国際大学 
          滋賀大学教育学部     ７８－ ７２ 四天王寺大学 
      ３回戦 立命館大学        ６５－ ７６ 天理大学 
          びわこ成蹊スポーツ大学 １０８－１０７ 九州共立大学 
          滋賀大学教育学部     ２９－１０７ 愛知学泉大学 
      ４回戦 びわこ成蹊スポーツ大学  ７５－ ９２ 大阪産業大学 
    女子１回戦 滋賀大学         ７１－ ６５ 愛媛大学 
          滋賀短期大学      １２９－ ６８ 椙山女学園大学 
          びわこ成蹊スポーツ大学  ４４－ ８７ 名古屋女子大学 
      ２回戦 滋賀大学         ３５－１１９ 関西学院大学 

      滋賀短期大学       ５３－１１０ 久留米工業大学 



◇第５７回近畿高等学校選手権大会 
 期  日  平成２２年６月２５日(金)～６月２７日(日) 
場  所 滋賀県立体育館、におの浜ふれあいスポーツセンター 
結 果 男子１回戦 石山高校      ５５－ ７９ 和歌山北高校（和歌山） 
          立命館守山高校   ６２－ ６３ 大商大高校（大阪） 
          八幡工業高校    ６３－ ８７ 一条高校（奈良） 

２回戦 光泉高校      ８３－ ６７ 村野工業高校（兵庫） 
３回戦 光泉高校      ８８－ ６６ 大商学園（大阪） 
準決勝 光泉高校      ７６－ ７４ 東山高校（京都） 
決 勝 光泉高校      ７２－ ９５ 洛南高校（京都） 
光泉高校は準優勝 

    女子１回戦 大津商業高校    ７１－ ５８ 日ノ本学園（兵庫） 
          滋賀短大付属高校  ８７－ ５０ 神戸龍谷高校（兵庫） 
          長浜北星高校    ５７－ ７４ 桜宮高校（大阪） 
          草津東高校     ５１－ ９２ 明浄学院（大阪） 
      ２回戦 大津商業高校    ４６－１１２ 薫英女学院（大阪） 

滋賀短大付属高校  ７７－ ７１ 樟蔭東高校（大阪） 
      ３回戦 滋賀短大付属高校  ７１－ ５９ 奈良女子高校（奈良） 
      準決勝 滋賀短大付属高校  ５５－ ９８ 薫英女学院（大阪） 
       滋賀短大付属高校はベスト４ 

（詳細は高体連専門部のページをご覧ください） 
 


