平成２２年１０月度報告
2010.10.30（土）
（広報委員会）

１０月度
◇日本スポーツマスターズ 2010 三重大会
期 日 平成２２年９月１８日(土)〜２１日（火）
場 所 伊勢市 県営サンアリーナ
結 果 男子１回戦 滋賀県 ６１−２５ 鳥取県
２回戦 滋賀県 ４９−７０ 神奈川県
女子１回戦 滋賀県 ７３−１８ 富山県
２回戦 滋賀県 ２８−４０ 広島県
（詳細は日本スポーツマスターズのサイトをご覧ください。）
◇第６５回国民体育大会
期 日 平成２２年９月２６日(日)〜３０日（木）
場 所 千葉県船橋市総合体育館、船橋市運動公園体育館
結 果 少年男子２回戦
滋賀選抜
８２− ６８ 鹿児島選抜
３回戦
滋賀選抜
７０− ６１ 宮城選抜
準々決勝 滋賀選抜
８６− ７７ 秋田選抜
準決勝
滋賀選抜
７０−１０８ 京都選抜
滋賀選抜は３位入賞
（詳細は千葉国体のサイトをご覧ください。別紙のとおり）
◇第５５回近畿実業団選手権大会
期 日 平成２２年９月２６日(日)、１０月２日(土)・３日(日)・９日（土）
場 所 大阪市立東淀川体育館、大阪市中央体育館
結 果 男子１回戦
東レ滋賀
６３−８０ 住友金属尼崎（兵庫）
村田製作所 ７１−８１ サンコール（京都）
女子リーグ戦 滋賀銀行
７８−６６ OTC くきや（兵庫）
滋賀銀行
７９−３１ 大阪ガス（大阪）
滋賀銀行 １１０−２９ 大阪府庁（大阪）
滋賀銀行が優勝（６年ぶり８回目）
（詳細は大阪実業団バスケットボール連盟のサイトをご覧ください。
）
◇第１５回中日本クラブ選手権大会
期 日 平成２２年１０月９日(土)・１０日（日）
場 所 岐阜メモリアルセンター
結 果 男子１回戦 SOUTHERN? ６２−６４ ０５５５（三重）
女子１回戦 CO.ayu
８８−６５ 掛川クラブ（静岡）
２回戦 CO.ayu
６３−７９ Huskies（兵庫）
（詳細は岐阜県クラブバスケットボール連盟のサイトをご覧ください。）
◇滋賀県中学校秋季総合体育大会
期 日 平成２２年１０月１５日(金)・１６日（土）
場 所 各ブロック
結 果 男子第１ブロック（リーグ戦）
高島 ４１−２０ 湖西
高島 ５６−３２
湖西 ４２−４０ 今津
１位 高島
２位 湖西
３位 今津
第２ブロック
準決勝 瀬田北 ８５−４４ 滋賀大附属
打出

今津

６７−４２

田上

決

勝 打出
６５−５０ 瀬田北
３決 滋賀大附属 ６６−２８ 田上
１位 打出
２位 瀬田北
３位 滋賀大附属
４位 田上
第３ブロック A
準決勝 玉川 ６６−４２ 高穂
草津 ５１−４９ 松原
決 勝 玉川 ８３−５０ 草津
３決 高穂 ５０−４３ 松原
１位 玉川
２位 草津
３位 高穂
４位 松原
第３ブロック B（決勝リーグ）
中主 ７０−５９ 守山南
中主 ８１−２１ 市守山
中主 ４８−３２ 安土
守山南 ５２−３４ 市守山
守山南 ７２−３５ 安土
市守山 ４３−２９ 安土
１位 中主
２位 守山南
３位 市守山
４位 安土
第４ブロック
準決勝 城山 ６２−５７ 甲南
甲西 ６２−５７ 日枝
決 勝 城山１０１−６０ 甲西
３決 甲南 ７２−４５ 日枝
１位 城山
２位 甲西
３位 甲南
４位 日枝
第５ブロック
準決勝 竜王 ５１−４７ 玉園
能登川 ６９−５０ 五個荘
決 勝 竜王 ５２−２７ 能登川
３決 玉園 ８５−７１ 五個荘
１位 竜王
２位 能登川
３位 玉園
４位 五個荘
第６ブロック
準決勝 稲枝 ９３−２４ 彦根南
秦荘１０４−５６ 彦根中央
決 勝 稲枝 ５５−４５ 秦荘
３決 彦根南 ８４−５９ 彦根中央
１位 稲枝
２位 秦荘
３位 彦根南
４位 彦根中央
第７・８ブロック
準決勝 びわ ６１−４８ 長浜北
浅井 ４５−３８ 長浜西
決 勝 びわ ６１−４５ 浅井
３決 長浜西 ６０−５４ 長浜北
１位 びわ
２位 浅井
３位 長浜西
４位 長浜北
女子第１ブロック
決 勝 湖西 ３４−３０ 安曇川
１位 湖西
２位 安曇川
第２ブロック
準決勝 田上 ４４−２６ 真野
瀬田 ６７−３０ 石山
３決 真野 ５１−２９ 石山
決 勝 田上 ６１−２２ 瀬田
１位 田上
２位 瀬田
３位 真野
４位 石山
第３ブロック A
準決勝 草津 ７３−５６ 栗東西
高穂 ６７−３４ 玉川
決 勝 草津 ７３−４０ 高穂
３決 栗東西 ７９−５９ 玉川
１位 草津
２位 高穂
３位 栗東西
４位 玉川
第３ブロック B（決勝リーグ）
守山南 ５２−３８ 安土
守山南 ７４−３７ 市守山
守山南 ４８−２９ 中主
安土 ５９−３３ 市守山
安土 ３４−１９ 中主
市守山 ４５−３７ 中主
１位 守山南
２位 安土
３位 市守山
４位 中主
第４ブロック
準決勝 甲西北 ４９−３４ 水口
信楽 ４４−４２ 石部
決 勝 甲西北 ６４−３６ 信楽
３決 石部 ５２−３７ 水口
１位 甲西北
２位 信楽
３位 石部
４位 水口
第５ブロック
準決勝 五個荘 ６３−２９ 能登川
日野 ５５−３６ 竜王
決 勝 五個荘 ７１−４６ 日野
３決 竜王 ４６−３５ 能登川
１位 五個荘
２位 日野
３位 竜王
４位 能登川
第６ブロック
準決勝 彦根東 ４５−３０ 河瀬
秦荘 ６３−２２ 豊日
決 勝 秦荘 ６６−２８ 彦根東
河瀬 ４１−３５ 豊日
１位 秦荘
２位 彦根東
３位 河瀬
４位 豊日
第７・８ブロック
準決勝 長浜北 ５２−３６ 浅井
大東 ９０−４２ 長浜南
決 勝 長浜北 ５３−２８ 大東
３決 浅井 ８５−３６ 長浜南
１位 長浜北
２位 大東
３位 浅井
４位 長浜南
（詳細は中学生連盟のサイトをご覧ください。
）

