
平成28年度第67回山形県高等学校総合体育大会兼全国高等学校総合体育大会山形県予選会バスケットボール競技

期日：平成28年6月3日（金）～6月5日（日）

会場：酒田市　国体記念体育館ほか

≪男子≫ ≪女子≫

1回戦 置賜農業 62 － 48 山本学園 1回戦 米沢東 59 － 46 天童

鶴岡高専 69 － 83 山形電波 新庄神室 38 － 110 庄内総合

村山産業 53 － 97 山形城北 2回戦 山形商業 224 － 10 米沢東

酒田西 52 － 59 鶴岡中央 鶴岡南 70 － 75 東海大山形

東桜学館 64 － 69 高畠 九里学園 89 － 38 山形城北

山形工業 92 － 52 米沢東 新庄東 43 － 93 羽黒

寒河江 80 － 60 新庄南 酒田光陵 105 － 47 寒河江

山形明正 101 － 30 天真学園 東桜学館 38 － 78 山形学院

庄内農業 79 － 121 九里学園 鶴岡中央 74 － 63 南陽

新庄北 100 － 54 天童 新庄南 14 － 143 山形中央
寒河江工業 74 － 60 米沢商業 明新館 118 － 34 高畠
東海大山形 98 － 47 新庄神室 酒田西 61 － 76 山形西

庄内総合 68 － 77 長井工業 新庄北 69 － 63 山辺

酒田東 104 － 45 明新館 興譲館 40 － 67 鶴岡東

新庄東 67 － 108 米沢工業 鶴岡北 94 － 37 谷地

左沢 65 － 64 北村山 米沢商業 25 － 104 酒田東

2回戦 山形南 184 － 27 置賜農業 長井 61 － 56 山形北

山形電波 40 － 102 酒田光陵 庄内総合 20 － 120 日大山形

米沢中央 104 － 82 山形城北 3回戦 山形商業 113 － 22 東海大山形

鶴岡中央 42 － 99 山形東 九里学園 71 － 108 羽黒

山形中央 131 － 40 高畠 酒田光陵 75 － 54 山形学院

山形工業 60 － 88 鶴岡南 鶴岡中央 53 － 83 山形中央

南陽 81 － 33 寒河江 明新館 92 － 53 山形西

山形明正 24 － 144 鶴岡東 新庄北 39 － 85 鶴岡東

山形学院 151 － 26 九里学園 鶴岡北 50 － 58 酒田東

新庄北 86 － 76 興譲館 長井 46 － 91 日大山形

酒田南 115 － 59 寒河江工業 準々決勝 山形商業 91 － 55 羽黒
東海大山形 46 － 99 鶴岡工業 酒田光陵 54 － 51 山形中央

日大山形 140 － 22 長井工業 明新館 76 － 89 鶴岡東

酒田東 65 － 66 長井 酒田東 54 － 75 日大山形

山形商業 70 － 58 米沢工業 準決勝 山形商業 98 － 47 酒田光陵

左沢 21 － 158 羽黒 鶴岡東 62 － 66 日大山形

3回戦 山形南 108 － 52 酒田光陵 代表決定戦 酒田光陵 59 － 53 鶴岡東

米沢中央 66 － 75 山形東 決勝 山形商業 77 － 33 日大山形

山形中央 97 － 68 鶴岡南

南陽 22 － 89 鶴岡東

山形学院 94 － 56 新庄北

酒田南 91 － 68 鶴岡工業

日大山形 101 － 55 長井

山形商業 38 － 110 羽黒

準々決勝 山形南 110 － 57 山形東

山形中央 69 － 73 鶴岡東

山形学院 108 － 91 酒田南

日大山形 59 － 89 羽黒

準決勝 山形南 95 － 58 鶴岡東

山形学院 92 － 129 羽黒

決勝 山形南 99 － 76 羽黒


