
第１６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） 
 

     間々田東ミニバスクラブ 

              

                西武エアーズ 

               

               原宿スピリッツ 

     決勝戦 

               櫛形小笠原ミニバス少年団 

 

               豊川ミニバス教室 

 

               富丘ミニバスクラブ 
 

  第 1試合 間々田東ミニバスクラブ ４４ ： ３５ 西武エアーズ 

  第 2試合 豊川ミニバス教室  ４９ ： ２６  櫛形小笠原ミニバス少年団 

  第 3試合 西武エアーズ       ４２ ： ３３ 原宿スピリッツ 

  第 4試合  豊川ミニバス教室  ５５ ： ３３ 富丘ミニバスクラブ 

  第 5試合  間々田東ミニバスクラブ ５０ ： ２９ 原宿スピリッツ 

  第 6試合  櫛形小笠原ミニバス少年団 ２０ ：  ０ 富丘ミニバスクラブ 
 

  間々田東ミニバスクラブ ２勝０敗 櫛形小笠原ミニバス少年団 １勝１敗 

  西武エアーズ   １勝１敗 豊川ミニバス教室  ２勝０敗 

  原宿スピリッツ    ０勝２敗 富丘ミニバスクラブ  ０勝２敗 
 

【 決 勝 戦 】 
 

  間々田東ミニバスクラブ ４３ ： ３９ 豊川ミニバス教室 
 

  優勝      間々田東ミニバスクラブ 

  準優勝   豊川ミニバス教室 

  ３位      西武エアーズ 

                櫛形小笠原ミニバス少年団 

  ５位       原宿スピリッツ 

                富丘ミニバスクラブ 

  最優秀選手賞  間々田東ミニバス ＃５ 上田桃子 

  優秀選手賞   豊川ミニバス教室 ＃11 大塚瑠奈 

  ベスト５  間々田東ミニバス ＃４ 市田愛恵  

＃７ 鈴木仁菜 

豊川ミニバス教室  ＃13 小林日向 

     西武エアーズ  ＃４ 亀井柚里 

     櫛形小笠原ミニバス ＃６ 野田菜々花 

 



第１６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） 
  

     八栄ＭＢＣ     真鍋ミニバス少年団 

              

       関根町ミニバスクラブ    榛東ミニバスクラブ 

               

       増穂ＢＣガールズ    上菅田ミニバスクラブ 

 

  第 1試合 八栄ＭＢＣ   ５２ ： ４４ 関根町ミニバスクラブ 

  第 2試合  榛東ミニバスクラブ  ３５ ： ２８ 真鍋ミニバス少年団 

  第 3試合  関根町ミニバスクラブ  ４７ ： ３４ 増穂ＢＣガールズ 

  第 4試合   上菅田ミニバスクラブ  ４３ ： ２９ 榛東ミニバスクラブ 

  第 5試合  八栄ＭＢＣ   ４０ ： ３７ 増穂ＢＣガールズ 

  第 6試合  上菅田ミニバスクラブ  ２６ ： ２５ 真鍋ミニバス少年団  

  

☆八栄ＭＢＣ   ２勝０敗    真鍋ミニバス少年団  ０勝２敗 

関根町ミニバスクラブ １勝１敗    榛東ミニバスクラブ  １勝１敗 

増穂ＢＣガールズ   ０勝２敗    ☆上菅田ミニバスクラブ  ２勝０敗 

      

 

３位リーグ（山中湖東小学校体育館） 
 

  櫛形豊ミニバス少年団   武里ケイジャーズ 

              

       大明見ミニバス少年団   深川ミニバスクラブ 

              

       山中湖－ＷＥ！    鬼高ミニバスクラブ 

 

  第 1試合 櫛形豊ミニバス少年団 ２１ ： ２０ 大明見ミニバス少年団 

  第 2試合  武里ケイジャーズ  ４２ ： ２７ 深川ミニバスクラブ 

  第 3試合  大明見ミニバス少年団 ３２ ： ２９ 山中湖－ＷＥ！ 

  第 4試合  櫛形豊ミニバス少年団 ４１ ： ３４ 鬼高ミニバスクラブ 

  第 5試合  深川ミニバスクラブ  ３５ ： ３４ 山中湖－ＷＥ！ 

  第 6試合  鬼高ミニバスクラブ  ４４ ： ２３ 武里ケイジャーズ 

  

☆櫛形豊ミニバス少年団 ２勝０敗    ☆武里ケイジャーズ  １勝１敗 

大明見ミニバス少年団 １勝１敗   深川ミニバスクラブ  １勝１敗 

山中湖－ＷＥ！  ０勝２敗    鬼高ミニバスクラブ  １勝１敗 



第１６回山中湖フラワーカップ２日目戦績表 
 

４位リーグ（山中小学校体育館） 
 

  小金井ミニバスクラブ      雀宮東ミニバス部 

              

       韮山フェニックス    忍野ウィザーズ 

               

       ＡＴ．ＳＴＡＲＳ       Ｖ ＧＯＤ－ＤＥＳＳ 

 

  第 1試合 韮山フェニックス  ４６ ：  ９ 小金井ミニバスクラブ 

  第 2試合 雀宮東ミニバス部  ７４ ： ２７ 忍野ウィザーズ 

  第 3試合 ＡＴ．ＳＴＡＲＳ   ６６ ： ３７ 韮山フェニックス 

  第 4試合 忍野ウィザーズ  ４４ ： ２６ Ｖ ＧＯＤ－ＤＥＳＳ 

  第 5試合 ＡＴ．ＳＴＡＲＳ   ５１ ： １５ 小金井ミニバスクラブ 

  第 6試合 雀宮東ミニバス部  ９３ ： １９ Ｖ ＧＯＤ－ＤＥＳＳ 

  

小金井ミニバスクラブ ２勝０敗    ☆雀宮東ミニバス部  ２勝０敗 

韮山フェニックス  １勝１敗 忍野ウィザーズ  １勝１敗 

☆ＡＴ．ＳＴＡＲＳ  ２勝０敗    Ｖ ＧＯＤ－ＤＥＳＳ  ０勝２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。ありがとうございました。 


