
2014年／平成26年度　第42回　香川県バスケットボールリーグ（星取表）
男子
NO． 男子1部 クリッパー 白峰クラブ 高松工芸クラブ 香川大学 瀬戸内クラブ 三志会クラブ BEARS 香川高松高専 勝－敗 勝点 順位

1 クリッパー ○90-65 ○134-82 ○103-91 ○105-55 ○110-40 ○121-45 ○136-78 ７－０ 21 1
2 白峰クラブ ●65-90 ○99-80 ●70-76 ○101-50 ○112-62 ○130-75 ○94-67 ５－２ 17 3
3 高松工芸クラブ ●82-134 ●80-99 ●81-86 ○107-78 ○94-87 ○107-83 ○85-69 ４－３ 15 4
4 香川大学 ●91-103 ○76-70 ○86-81 ○106-71 ○87-73 ○106-35 ○100-59 ６－１ 19 2
5 瀬戸内クラブ ●55-105 ●50-101 ●78-107 ●71-106 ○69-68 ○98-64 ●43-60 ２－５ 11 6
6 三志会クラブ ●40-110 ●62-112 ●87-94 ●73-87 ●68-69 ●78-87 ○53-44 １－６ 9 8
7 BEARS ●45-121 ●75-130 ●83-107 ●35-106 ●64-98 ○87-78 ●51-65 １－６ 9 7
8 香川高松高専 ●78-136 ●67-94 ●69-85 ●59-100 ○60-43 ●44-53 ○65-51 ２－５ 11 5

NO． 男子2部 高松商業OB 香川西OB渡辺会 丸高OB 玉藻クラブ 善一OB サンズクラブ 大野原クラブSG TEAM　KAI 勝－敗 勝点 順位
9 高松商業OB ○84-77 ○81-77 ○93-55 ○78-61 ○131-55 ○89-83 ○97-46 ７－０ 21 1

10 香川西OB渡辺会●77-84 ●59-70 ○70-56 ○72-65 ○86-60 ●52-98 ●61-76 ３－４ 13 5
11 丸高OB ●77-81 ○70-59 ○65-63 ○69-53 ○97-75 ●60-65 ○84-52 ５－２ 17 3
12 玉藻クラブ ●55-93 ●56-70 ●63-65 ●65-68 ○76-42 ●65-66 ●68-74 １－６ 9 8
13 善一OB ●61-78 ●65-72 ●53-69 ○68-65 ●70-71 ●54-57 ●71-74 １－６ 9 7
14 サンズクラブ ●55-131 ●60-86 ●75-97 ●42-76 ○71-70 ●71-77 ○56-52 ２－５ 11 6
15 大野原クラブSG ●83-89 ○98-52 ○65-66 ○66-65 ○57-54 ○77-71 ○73-60 ６－１ 19 2
16 TEAM　KAI ●97-46 ○76-61 ●52-84 ○74-68 ○74-71 ●52-56 ●60-73 ３－４ 13 4

NO． 男子3部 Out break 庵治クラブ 香大医学部 BUD-LIGHT 志度クラブ 百十四銀行 隼 観商友クラブ 勝－敗 勝点 順位
17 Out break ●52-66 ●49-69 ●57-72 ●46-80 ●44-70 ●70-72 ●68-90 ０－７ 7 8
18 庵治クラブ ○66-52 ○74-39 ○57-52 ●57-60 ●53-65 ●58-63 ●41-6７ ３－４ 13 5
19 香大医学部 ○69-49 ●39-74 ○64-61 ●54-70 ○47-41 ●63-81 ●57-63 ３－４ 13 6
20 BUD-LIGHT ○72-57 ●52-57 ●61-64 ●45-48 ●44-61 ○57-48 ●45-50 ２－５ 11 7
21 志度クラブ ○80-46 ○60-57 ○70-54 ○48-45 ○47-36 ○56-46 ○63-40 ７－０ 21 1
22 百十四銀行 ○70-44 ○65-53 ●41-47 ○61-44 ●36-47 ○54-34 ○76-46 ５－２ 17 2
23 隼 ○81-63 ○63-58 ○81-63 ●48-57 ●46-56 ●34-54 ○83-72 ４－３ 15 3
24 観商友クラブ ○90-68 ○67-41 ○63-57 ○50-45 ●40-63 ●46-76 ●72-83 ４－３ 15 4

NO． 男子4部 丸亀クラブ 三本松クラブ YBC 国分寺クラブ Bozz club 瀬戸内OB 響 JESUS 勝－敗 勝点 順位
25 丸亀クラブ ●74-82 ●69-91 ●44-78 ●49-61 ●57-91 ●62-108 ●58-88 ０－７ 7 8
26 三本松クラブ ○82-74 ●77-84 ●48-83 ●56-65 ○87-48 ●80-90 ○76-63 ３－４ 13 4
27 YBC ○91-69 ○84-77 ●52-60 ●59-85 ○79-73 ●77-105 ●51-68 ３－４ 13 6
28 国分寺クラブ ○78-44 ○83-48 ○60-52 ●52-71 ○85-59 ●58-59 ●57-61 ４－３ 15 3
29 Bozz club ○61-49 ○65-56 ○85-59 ○71-52 ○77-56 ○76-65 ○68-40 ７－０ 21 1
30 瀬戸内OB ○91-57 ●48-87 ●73-79 ●59-85 ●56-77 ●55-81 ○61-58 ２－５ 11 7
31 響 ○108-62 ○90-80 ○105-77 ○59-58 ●65-76 ○81-55 ○101-68 ６－１ 19 2
32 JESUS ○88-58 ●63-76 ○68-51 ○61-57 ●46-68 ●58-61 ●68-101 ３－４ 13 5
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NO． 男子5部 Salt Fes Frog キングコングス 白峰トシオリーズ FATBALLERS ALIVE クラッチ JUNK STAR 勝－敗 勝点 順位
33 Salt Fes ○71-39 ○90-76 ○84-52 ○82-49 ●47-80 ●63-66 ○72-60 ５－２ 17 3
34 Frog ●39-71 ●47-94 ●65-70 ○50-49 ●53-62 ○59-50 ○48-43 ３－４ 13 5
35 キングコングス ●76-90 ○94-47 ○67-59 ○110-55 ○58-43 ○105-49 ○88-59 ６－１ 19 1
36 白峰トシオリーズ ●52-84 ○70-65 ●59-67 ○81-66 ●40-56 ○61-44 ○67-49 ４－３ 15 4
37 FATBALLERS ●49-82 ●49-50 ●55-110 ●66-81 ●43-69 ○68-61 ●50-58 １－６ 9 7
38 ALIVE ○80-47 ○62-53 ●43-58 ○56-40 ○69-43 ○58-41 ○65-52 ６－１ 19 2
39 クラッチ ○66-63 ●50-59 ●49-105 ●44-61 ●61-68 ●41-58 ●48-82 １－６ 9 8
40 JUNK STAR ●60-72 ●43-48 ●59-88 ●49-67 ○58-50 ●52-65 ○82-48 ２－５ 11 6

NO． 男子6部 FLEX アチーブ TSUKEMAI 佐野クラブ RIOT FLEX アチーブ TSUKEMAI 佐野クラブ RIOT 勝－敗 勝点 順位
41 FLEX ●36-82 ●61-65 ●42-66 ●49-78 ●44-51 ○90-55 ●54-99 ●64-74 １－７ 10 5
42 アチーブ ○82-36 ○61-54 ●54-96 ●46-62 ○51-44 ●57-61 ●55-83 ●65-70 ３－５ 14 3
43 TSUKEMAI ○65-61 ●54-61 ●34-99 ●37-111 ●55-90 ○61-57 ●54-77 ●49-63 ２－６ 12 4
44 佐野クラブ ○66-42 ○96-54 ○99-34 ○49-43 ○99-54 ○83-55 ○77-54 ○75-48 ８－０ 24 1 ↑昇格
45 RIOT ○78-49 ○62-46 ○111-37 ●43-49 ○74-64 ○70-65 ○63-49 ●48-75 ６－２ 20 2 入替戦

女子
NO． 女子1部 明善クラブ テクニクス 丸亀クラブ B.M.D Betty Twinkle SELFISH 三高クラブ 花園クラブ Tos five 勝－敗 勝点 順位

1 明善クラブ ○76-65 ○87-55 ○116-55 ○85-50 ○129-46 ○117-45 ○114-41 ○161-19 ○116-43 ９－０ 27 1
2 テクニクス ●65-76 ○83-47 ○103-52 ○86-60 ○66-58 ○93-57 ○77-54 ○149-17 ○89-34 ８－１ 25 2
3 丸亀クラブ ●55-87 ●47-83 ○90-66 ○77-39 ○81-38 ○65-55 ○76-61 ○72-30 ●49-69 ６－３ 21 3
4 B.M.D ●55-116 ●52-103 ●66-90 ○61-58 ○98-60 ○96-39 ●66-77 ○105-36 ○86-77 ５－４ 19 5 1-1
5 Betty ●50-85 ●60-86 ●39-77 ●58-61 ●51-65 ○68-57 ○65-58 ○85-39 ●63-81 ３－６ 15 7
6 Twinkle ●46-129 ●58-66 ●38-81 ●60-98 ○65-51 ●53-63 ●62-64 ○78-45 ●41-60 ２－７ 13 9
7 SELFISH ●45-117 ●57-93 ●55-65 ●39-96 ●57-68 ○63-53 ●55-64 ○89-50 ●53-64 ２－７ 13 8
8 三高クラブ ●41-114 ●54-77 ●61-76 ○77-66 ●58-65 ○64-62 ○64-55 ○89-43 ○66-57 ５－４ 19 4 2-0
9 花園クラブ ●19-161 ●17-149 ●30-72 ●36-105 ●39-85 ●45-78 ●50-89 ●43-89 ●52-94 ０－９ 9 10

10 Tos five ●43-116 ●34-89 ○69-49 ●77-89 ○81-63 ○60-41 ○64-53 ●57-66 ○94-52 ５－４ 19 6 0-2

勝 不戦勝 敗 不戦敗 当日棄権 無届危険
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