
第１３回山中湖フラワーカップ２日目戦績表 
 

決勝リーグ（山中湖村民体育館） 
 
     豊川ミニバス教室 

              

                下二小 Ｖ ＧＯＤ－ＤＥＳＳ 

               

               鶴指ＭＢＣ 

     決勝戦 

               小明見ミニバス少年団 

 

               ＡＴ・ＳＴＡＲＳ ＭＢＳＳ 

 

               吹上ミニバスクラブ 
 
  第 1試合 豊川ミニバス教室  ５３ ： ３１ 下二小 Ｖ ＧＯＤ－ＤＥＳＳ 

  第 2試合 小明見ミニバス少年団    ４５ ： ４３  ＡＴ・ＳＴＡＲＳ ＭＢＳＳ 

  第 3試合 鶴指ＭＢＣ        ５７ ： ３３ 下二小 Ｖ ＧＯＤ－ＤＥＳＳ 

  第 4試合  ＡＴ・ＳＴＡＲＳ ＭＢＳＳ ４６ ： ４１ 吹上ミニバスクラブ 

  第 5試合  豊川ミニバス教室  ５６ ： ５１ 鶴指ＭＢＣ 

  第 6試合  小明見ミニバス少年団 ４５ ： ２８ 吹上ミニバスクラブ 

 

  豊川ミニバス教室  ２勝０敗 小明見ミニバス少年団  ２勝０敗 

  下二小 Ｖ ＧＯＤ－ＤＥＳ  ０勝２敗 ＡＴ・ＳＴＡＲＳ ＭＢＳＳ １勝１敗 

  鶴指ＭＢＣ     １勝１敗 吹上ミニバスクラブ  ０勝２敗 
 

【 決 勝 戦 】 
 

 豊川ミニバス教室  ４３ ： ２１ 小明見ミニバス少年団  
 
  優勝      豊川ミニバス教室  

  準優勝   小明見ミニバス少年団 

  ３位      鶴指ＭＢＣ 

                ＡＴ・ＳＴＡＲＳ ＭＢＳＳ 

  ５位       下二小 Ｖ ＧＯＤ－ＤＥＳＳ 

                吹上ミニバスクラ 

  最優秀選手賞  豊川ミニバス教室 ＃１１ 荻野桜 

  優秀選手賞   小明見ミニバス少年団 ＃８ 武藤里奈 

  ベスト５  豊川 ＃４ 高田真伎 ＃５ 酒井詩織 

小明見 ＃６ 舟久保桃香 

     鶴指 ＃５ 海老原小枝 

     ＡＴ ＃４ 三浦早貴 



第１３回山中湖フラワーカップ２日目戦績表 
 

２位リーグ（山中小学校体育館） 
  

     息栖ミニバス少年団    旭ミニバスクラブ 

              

       豊岡レイカ－ズ    相川ミニバス少年団 

               

       山中湖－ＷＥ！    豊栄ミニバスクラブ 

 

  第 1試合 息栖ミニバス少年団  ４９ ： ３８ 豊岡レイカ－ズ 

  第 2試合  旭ミニバスクラブ  ４０ ： １７ 相川ミニバス少年団 

  第 3試合  豊岡レイカ－ズ     ６１ ： ３０ 山中湖－ＷＥ！ 

  第 4試合   相川ミニバス少年団  ４０ ： ３５ 豊栄ミニバスクラブ 

  第 5試合  息栖ミニバス少年団  ５６ ： ２２ 山中湖－ＷＥ！ 

  第 6試合  旭ミニバスクラブ  ２３ ： １９ 豊栄ミニバスクラブ 

  

☆息栖ミニバス少年団 ２勝０敗   ☆旭ミニバスクラブ  ２勝０敗 

豊岡レイカ－ズ   １勝１敗     相川ミニバス少年団  １勝１敗 

山中湖－ＷＥ！   ０勝２敗     豊栄ミニバスクラブ  ０勝２敗 

      

 

３位リーグ（忍野村民体育館） 
 

  朝霞台ユニオンズ    みはらミニバス 

              

       小柳ミニバスクラブ    富丘ミニバスクラブ 

              

       桜ホワイトスターズ    芳賀ジュニア 

 

  第 1試合 小柳ミニバスクラブ  ４０ ： ３４ 朝霞台ユニオンズ 

  第 2試合  富丘ミニバスクラブ  ５７ ： ４９ みはらミニバス 

  第 3試合  小柳ミニバスクラブ  ５２ ： ３７ 桜ホワイトスターズ 

  第 4試合  芳賀ジュニア   ５１ ： ３２ 富丘ミニバスクラブ 

  第 5試合  朝霞台ユニオンズ  ５６ ： １７ 桜ホワイトスターズ 

  第 6試合  芳賀ジュニア   ４１ ： ３３ みはらミニバス 

  

朝霞台ユニオンズ  １勝１敗    みはらミニバス  ０勝２敗 

☆小柳ミニバスクラブ  ２勝０敗    富丘ミニバスクラ  １勝１敗 

桜ホワイトスターズ  ０勝２敗   ☆芳賀ジュニア   ２勝０敗 



第１３回山中湖フラワーカップ２日目戦績表 
 

４位リーグ（忍野村民体育館） 
 

  川口ＭＡＸ       多摩ミニバスクラブ 

              

       峰ミニバス部     ビーンズミニバスクラブ 

               

       静浦西ミニバスクラブ      忍野ウィザーズ 

 

  第 1試合 川口ＭＡＸ   ３６ ： ３４ 峰ミニバス部 

  第 2試合 ビーンズミニバスクラブ ５４ ： １７ 多摩ミニバスクラブ 

  第 3試合 峰ミニバス部   ３８ ： １７ 静浦西ミニバスクラブ 

  第 4試合 ビーンズミニバスクラブ ４１ ： ２３ 忍野ウィザーズ 

  第 5試合 川口ＭＡＸ   ３８ ： ３０ 静浦西ミニバスクラブ 

  第 6試合 忍野ウィザーズ  ３４ ： ２９ 多摩ミニバスクラブ 

  

☆川口ＭＡＸ   ２勝０敗    多摩ミニバスクラブ  ０勝２敗 

峰ミニバス部  １勝１敗   ☆ビーンズミニバスクラブ ２勝０敗 

静浦西ミニバスクラブ ０勝２敗     忍野ウィザーズ  １勝１敗 

 

 

 

山中湖フラワーカップにご参加いただきありがとうございました。 

この２日間が皆様にとって思い出深いものになることをスタッフ一同祈願していまし

た。行き届かぬ点も多々あったこととは存じますが、また山中湖へお越しいただけるよ

う、精一杯のおもてなしをさせていただいたつもりです。 

皆様のご協力に心よりお礼申し上げます。 


