
1.日　程  ２０１６年１０月２９日（土） １０：３０～１８：００　　１回戦、２回戦

 ２０１６年１０月３０日（日） 　９：３０～１７：００　　決勝、３位決定、交流戦

2.場　所 群馬県安中市総合体育館　(安中市スポーツセンター）　
3.主　催　 群馬車椅子バスケットボール連盟 6.協　力　 群馬県安中市総合体育センター
4.共　催 群馬マジック 関東車椅子バスケットボール連盟審判部
5.主　管　 安中ＣＵＰ実行委員会 高崎健康福祉大学 

　1位　群馬マジック、２位　SAGAMI FORCE、３位　H-IMPROVE、４位　T-ROCKETS
　５位　YOKOHAMA DREAMER、６位　La Vitz、７位　BLAST、８位　TeamZERO

＜１日目(10月29日）＞

71

58 75 会場準備    9:00

開会式  10:30

43 第１試合  11:00 Ａ１　Ｂ１

39 第２試合  12:30 Ａ２　Ｂ２

第３試合  14:30 Ａ３　Ｂ３　

36 67 第４試合  16:00 Ａ４　Ｂ４　

2日目へ 69

5位～8位決定 56

49 64

54

63

40 62

38

TO

Ｂ３勝者 vs Ｂ４敗者 会場準備    9:00

● ４５－５０ ○ 群馬マジック 第５試合    9:30 Ａ５　Ｂ５

Ｂ３敗者 vs Ｂ４勝者 第６試合  11:00 Ａ６　Ｂ６

● ２５－６６ ○ 相模フォース 第７試合  13:00 Ａ７　Ｂ７

Ａ３勝者 vs Ｂ４敗者 第８試合  14:30 Ａ８　Ｂ８

○ ６１－５１ ●　 LaViｔｚ 閉会式  16:10

Ａ３敗者 ｖｓ Ｂ４勝者

○ ５２－４９ ● 横浜ドリーマー

交流戦

● ４０ー６０ ○ T-ROCKETS

交流戦

○ ５８－３７ ● HｰIMPROVE

Ａ６勝者 vs Ｂ６勝者

○ ８２－７３ ● BLAST

Ａ６敗者 vs Ｂ６敗者 　　　　群馬県のマスコット

○ ６５－２４ ● TeamZERO 　　　　「ぐんまちゃん」ＨーＩＭＰＲＯＶＥ T-ROCKETS
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＜２日目(10月30日）＞
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第４回安中市長杯争奪安中ＣＵＰ親善車椅子バスケットボール大会 

群馬マジック
１日目(10月29日）

Ａ１

大会結果　



  
    

   

         第４回 安中市長杯争奪               
        親善車椅子バスケットボール大会 

    

    
主 催 群馬車椅子バスケットボール連盟    
後 援 安中市 安中市教育委員会  一般社団法人関東車椅子バスケットボール連盟 
協 力 安中市バスケットボール協会  日本車椅子バスケットボール連盟審判部 高崎健康福祉大学ボランティア 

 
  

          
   
                      
 
  
 

   201６年10月29～30日(土・日） 
 場  所 安中市スポーツセンタ－総合体育館  

入場無料 



１日目(10月29日）

１位～４位決定

Ａ６ Ａ３勝者 ｖｓ Ａ４敗者

Ｂ６ Ａ３敗者 ｖｓ Ａ４勝者

Ａ８ Ａ６勝者 vs Ｂ６勝者

Ｂ８ Ａ６敗者 vs Ｂ６敗者

５位～８位決定

Ａ５ Ｂ３勝者 vs Ｂ４敗者

Ｂ５ Ｂ３敗者 vs Ｂ４勝者

Ａ７ Ａ５勝者 vs Ｂ５勝者

Ｂ７ Ａ５敗者 vs Ｂ５敗者

決勝、準決勝、順位決定

　　　２日目(10月30日）

群馬マジック
（群馬県）

Ａ１
BLAST
（東京都）

Ａ３

Ａ４

Ｂ２

Ｂ３
TeamZERO

（千葉県）
Ｂ１

SAGAMI FORCE
(神奈川県）

LaＶｉｔｚ
（東京都）

T-ROCKETS
（茨城県）

Ａ２
YOKOHAMA DREAMER

（神奈川県）
Ｂ４

H-IMPROVE
(神奈川県）

  安中市長杯争奪 安中カップ親善車椅子バスケットボール大会 

  

       組み合わせ

 みんな 
 応援 
 してね 

スケジュール

群馬県のマスコット

ぐんまちゃん

会場準備    9:00

開会式  10:30

第１試合  11:00 Ａ１　Ｂ１

第２試合  12:30 Ａ２　Ｂ２

第３試合  14:30 　Ａ３　Ｂ３　

第４試合  16:00 　Ａ４　Ｂ４　

会場準備    9:00

第５試合    9:30 Ａ５　Ｂ５

第６試合  11:00 Ａ６　Ｂ６

第７試合  13:00 Ａ７　Ｂ７

第８試合  14:30 Ａ８　Ｂ８

閉会式  16:10

１日目(10月29日）

２日目(10月30日）


プログラム表紙

		

		安中市長杯争奪　安中ＣＵＰ　親善車椅子バスケットボール大会

				1.日　程 ヒホド		２０１３年１１月　９日（土） １０：３０～１８：００　　１回戦、２回戦 ツチカイセンカイセン																組み合わせ クア

						２０１３年１１月１０日（日） 　９：３０～１７：００　　決勝、３位決定 ヒケッショウイケッテイ																				＜１日目(11月9日）＞ ニチメツキニチ								＜２日目(11月10日）＞ ニチメツキニチ

																　　　　順位決定										SAGAMI FORCE (神奈川県）										準決勝、決勝、順位決定 ジュンケッショウケッショウジュンイケッテイ

				2.場　所 バショ		群馬県安中市総合体育センター グンマケンアンナカシソウゴウタイイク																						Ａ１								１位～４位決定 イイケッテイ

						　住所：安中市安中２０－１　ＴＥＬ：０２７３－８２－２５００																				SPREAD　　　　　　　（埼玉県）				Ａ３				Ａ６		Ａ３勝者 ｖｓ Ａ４敗者

																								Ｂ３										Ｂ６		Ａ３敗者 ｖｓ Ａ４勝者 ハイシャショウシャ

				3.主　催　 シュモヨオ		群馬車椅子バスケットボール連盟 グンマクルマイスレンメイ																				湘南スポーツクラブ　　　　　（神奈川県）								Ａ８		Ａ６勝者 vs Ｂ６勝者 ショウシャショウシャ

																												Ｂ１						Ｂ８		Ａ６敗者 vs Ｂ６敗者 ハイシャハイシャ

				4.共　催 トモモヨオ		群馬マジック																				群馬マジック　　　（群馬県）

																																				５位～８位決定 イイケッテイ

				5.主　管　 シュカン		安中ＣＵＰ実行委員会 アンナカジッコウイインカイ																				H-IMPROVE　　　　　　(神奈川県）								Ａ５		Ｂ３勝者 vs Ｂ４敗者 ショウシャハイシャ

																												Ａ２						Ｂ５		Ｂ３敗者 vs Ｂ４勝者

				6.協　力　 キョウチカラ		群馬県安中市総合体育センター グンマケンアンナカシソウゴウタイイク																				　Ｔ－ＲＯＣＫＥＴＳ　　　　　　　（茨城県）				Ａ４				Ａ７		Ａ５勝者 vs Ｂ５勝者 ショウシャショウシャ

						関東車椅子バスケットボール連盟審判部 カントウクルマイスレンメイシンパンブ												群馬県のマスコット						Ｂ４										Ｂ７		Ａ５敗者 vs Ｂ５敗者 ハイシャハイシャ

						高崎健康福祉大学												「ぐんまちゃん」								YOKOHAMA　DREAMER　　　　　（神奈川県）

						群馬県立安中総合学園高等学校 グンマケンリツガクエンコウトウガッコウ																						Ｂ２

																										TeamZERO　　　　　　（千葉県）

				7.日　程　 ニチホド		＜１日目(11月9日）＞ ニチメツキニチ								＜２日目(11月10日）＞ ニチメツキニチ

						会場準備 カイジョウジュンビ		9:00						会場準備 カイジョウジュンビ		9:00

						開会式 カイカイシキ		10:30						第５試合 ダイシアイ		9:30		Ａ５　Ｂ５				10.参加資格		大会主催者が推薦した日本車椅子バスケットボール連盟に登録したチームと タイカイシュサイシャスイセンニホンクルマイスレンメイ

						第１試合 ダイシアイ		11:00		Ａ１　Ｂ１				第６試合 ダイシアイ		11:00		Ａ６　Ｂ６						選手とする。（健常者の参加も認める）

						第２試合 ダイシアイ		12:30		Ａ２　Ｂ２				第７試合 ダイシアイ		13:00		Ａ７　Ｂ７

						第３試合 ダイシアイ		14:30		Ａ３　Ｂ３　				第８試合 ダイシアイ		14:30		Ａ８　Ｂ８				11.競技規則		(1) 日本車椅子バスケットボール連盟発行の「車椅子バスケットボール競技

						第４試合 ダイシアイ		16:00		Ａ４　Ｂ４　				閉会式 ヘイカイシキ		16:10								規則」に則る。

																								(2) 健常者選手エントリーする場合は、クラスは５．０とする。 ケンジョウシャセンシュバアイ

				8.参加チーム サンカ		YOKOHAMA　DREAMER（神奈川県） カナガワケン								湘南ＳＣ（神奈川県）

				（８チーム）		相模フォース（神奈川県）　　　　 　　　 カナガワケン								H-IMPROVE（神奈川県）								12.競技方法		１日目にトーナメント戦１回戦、２回戦、１回戦敗者チームは敗者同士の順位決定 センカイセンカイセンカイセンハイシャ

						SPREAD（埼玉県）  　　　								Ｔ－ＲＯＣＫＥＴＳ（茨城県）										２日目に１～４位決定、５位～８位決定 ニチメイケッテイイイケッテイ

						TeamZERO（千葉県）  　　　								群馬マジック（群馬県）

																										H-IMPROVE

																										　Ｔ－ＲＯＣＫＥＴＳ

																										YOKOHAMA　DREAMER

																										TeamZERO





Sheet1

		

								１日目(10月29日） ニチメツキニチ								　　　２日目(10月30日） ニチメツキニチ

								群馬マジック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（群馬県）

										Ａ１						決勝、準決勝、順位決定 ケッショウケッテイ

								BLAST　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都） トウキョウト				Ａ３

						Ｂ３												１位～４位決定 イイケッテイ

								TeamZERO　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）								Ａ６		Ａ３勝者 ｖｓ Ａ４敗者

										Ｂ１						Ｂ６		Ａ３敗者 ｖｓ Ａ４勝者 ハイシャショウシャ

								SAGAMI FORCE 　　　　　　　　　　　　　　(神奈川県）								Ａ８		Ａ６勝者 vs Ｂ６勝者 ショウシャショウシャ

																Ｂ８		Ａ６敗者 vs Ｂ６敗者 ハイシャハイシャ

								T-ROCKETS　　　　　　　（茨城県）

										Ａ２								５位～８位決定 イイケッテイ

								YOKOHAMA DREAMER　　　　　（神奈川県）				Ａ４				Ａ５		Ｂ３勝者 vs Ｂ４敗者 ショウシャハイシャ

						Ｂ４										Ｂ５		Ｂ３敗者 vs Ｂ４勝者

								H-IMPROVE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(神奈川県）								Ａ７		Ａ５勝者 vs Ｂ５勝者 ショウシャショウシャ

										Ｂ２						Ｂ７		Ａ５敗者 vs Ｂ５敗者 ハイシャハイシャ

								LaＶｉｔｚ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都） トウキョウト

								スケジュール										群馬県のマスコット　　ぐんまちゃん










プログラム表紙
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				2.場　所 バショ		群馬県安中市総合体育センター グンマケンアンナカシソウゴウタイイク																						Ａ１								１位～４位決定 イイケッテイ
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				6.協　力　 キョウチカラ		群馬県安中市総合体育センター グンマケンアンナカシソウゴウタイイク																				　Ｔ－ＲＯＣＫＥＴＳ　　　　　　　（茨城県）				Ａ４				Ａ７		Ａ５勝者 vs Ｂ５勝者 ショウシャショウシャ
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						会場準備 カイジョウジュンビ		9:00						会場準備 カイジョウジュンビ		9:00
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				（８チーム）		相模フォース（神奈川県）　　　　 　　　 カナガワケン								H-IMPROVE（神奈川県）								12.競技方法		１日目にトーナメント戦１回戦、２回戦、１回戦敗者チームは敗者同士の順位決定 センカイセンカイセンカイセンハイシャ

						SPREAD（埼玉県）  　　　								Ｔ－ＲＯＣＫＥＴＳ（茨城県）										２日目に１～４位決定、５位～８位決定 ニチメイケッテイイイケッテイ

						TeamZERO（千葉県）  　　　								群馬マジック（群馬県）

																										H-IMPROVE

																										　Ｔ－ＲＯＣＫＥＴＳ

																										YOKOHAMA　DREAMER

																										TeamZERO





Sheet1

		

								＜１日目(11月9日）＞ ニチメツキニチ								　　　＜２日目(11月10日）＞ ニチメツキニチ

								SAGAMI FORCE 　　　　　　　　　　　　　　(神奈川県）

										Ａ１								決勝、準決勝、位決定 ケッショウケッテイ

								SPREAD　　　　　　　　　　　　　　　　　　（埼玉県）				Ａ３						１位～４位決定 イイケッテイ

						Ｂ３										Ａ６		Ａ３勝者 ｖｓ Ａ４敗者

								湘南スポーツクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神奈川県）								Ｂ６		Ａ３敗者 ｖｓ Ａ４勝者 ハイシャショウシャ

										Ｂ１						Ａ８		Ａ６勝者 vs Ｂ６勝者 ショウシャショウシャ
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				１日目(10月29日） ニチメツキニチ

				会場準備 カイジョウジュンビ		9:00

				開会式 カイカイシキ		10:30

				第１試合 ダイシアイ		11:00		Ａ１　Ｂ１

				第２試合 ダイシアイ		12:30		Ａ２　Ｂ２

				第３試合 ダイシアイ		14:30		　Ａ３　Ｂ３　

				第４試合 ダイシアイ		16:00		　Ａ４　Ｂ４　

				２日目(10月30日） ニチメツキニチ

				会場準備 カイジョウジュンビ		9:00

				第５試合 ダイシアイ		9:30		Ａ５　Ｂ５

				第６試合 ダイシアイ		11:00		Ａ６　Ｂ６

				第７試合 ダイシアイ		13:00		Ａ７　Ｂ７

				第８試合 ダイシアイ		14:30		Ａ８　Ｂ８

				閉会式 ヘイカイシキ		16:10
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