
平成　３０年度

１９－　８
１７－　６
１８－　６
　７－３２

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD 白⑤⑨⑩⑪⑫，黒④⑦⑧⑩⑪でスタート

開始直後から黒の積極的なオフェンスに白はファールが嵩みフリースローを得る。

またオールコートディフェンスから速攻につなげ点差を縮める。

白は厳しいディフェンスにミスを繰り返すも、３ＰＤまでの点差は逆転できず。

６１対５２で終了した。

（戦評／四條畷西中学校：松野）

速攻で点差を広げる。黒も⑦を中心に１対１を仕掛け、白のファールが多くなりフリースローを得るも

あまり決まらず３６対１４で前半が終了した。

白④⑤⑥⑦⑧，黒④⑤⑥⑦⑨でスタート

お互い中々得点が入らない展開でスタート。しかし、白の厳しいディフェンスから流れが白に傾く。

そんな中、白⑥が３つ目のファールでベンチへ。黒も⑪のリバウンドから得点するも厳しいディフェンス

でなかなかシュートを決められなかった。

白④⑤⑥⑦⑧，黒④⑥⑦⑧⑨でスタート

白の攻めからスタート。互いにオールコートディフェンス。黒⑥のミドルシュートでスタートするも

白④・⑤のポストプレーで徐々に点差が広がり始めた。黒⑦を中心に１対１を仕掛けるも

中々シュートが決まらなった。

白④⑤⑥⑦⑧，黒④⑥⑦⑧⑨でスタート

互いに引き続き、オールコートディフェンス。白は④⑨を中心とした厳しいディフェンスからの

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

３０年　４月２８日　時刻１０：００ 　女子　　【決勝リーグ】

〔 〕東香里 ６１ ５２ 交野二



平成　３０年度

１７－　３
１７－　７
１５－１０
１１－　４

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

勝利した白の司令塔の④の各ピリオドの終了間際でのオフェンスの指示なども的確であり、

彼女のゲームメイクが光る試合であった。

（戦評／中木田中学校：岡本）

バスケットボールカウントを決める。対する白も⑥⑦のリバウンドシュートや④の１on１で得点を重ね、

黒の追撃を許さない。白が攻撃の手を緩めないままに３Ｐ終了。

４９－２０　白リード。

白④⑤⑥⑦⑩　黒④⑤⑥⑦⑬で最終ピリオド開始。

白はスクリーンを利用した⑥の飛び込みなど様々な攻撃の形を見せる。黒は④が連続得点を

奪うが及ばず。６０－２４でタイプアップ。

白は⑥、黒④がそれぞれローポストで得点。白は④が３Ｐシュートや、速攻から⑩の鮮やかな

アシストで追加点を奪う。黒は④がチェンジオブペースからドリブル１on１などで多彩な攻めを

見せるが、なかなか決まらない。黒⑬が３Ｐシュートを決めるも差は縮まらず。

３４－１０　白リードのまま後半へ。

白④⑤⑥⑦⑩　黒④⑤⑥⑦⑧で後半スタート。

黒はファーストオフェンスで④がファールをもらい、フリースローを獲得。その後も45度から１on１で

白④⑤⑥⑦⑩　黒④⑤⑥⑦⑧でスタート。

白はディフェンスオールコート。黒はハーフコートで守る。白がアーリーオフェンスから⑤の

レイアップシュートで先制。その後も外角、リバウンドシュートと⑤の３連続得点で差を開ける。

黒は④⑤のハイローでインサイドを攻めるも点差は広がってしまう。

１７－３　白リードで１Ｐ終了。

白④⑤⑥⑦⑩　黒④⑤⑥⑦⑬でスタート。

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

３０年　４月２８日　時刻１０：００ 　女子　　【決勝リーグ】

〔 〕寝屋川三 ６０ ２４ 樟風



平成　３０年度

１５－１６
１９－１２
　９－　２
　７－１７

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

（戦評／四條畷西中学校：𠮷田）

４１－３０　白リードで終了

白④⑤⑧⑨⑩，黒④⑤⑧⑨⑪

開始早々、２本のシュートが決まり流れをつかむが、白は引き続き４番のスリーポイントで

逃げ切ろうとするが、黒の粘り強いディフェンスで中々シュートが決まらず、５０－４６まで

点差が詰まり、残り１分で白のタイムアウト。黒５番のポストプレーでファールをもらい、

フリースローで点差を縮めるが、逆転できずに５０－４７で白の勝利。

黒は５番の安定したシュートで得点を重ねる。対して白は、相手のミスを速攻に繋げて

流れを引き寄せる。白４番の１対１とスリーポイントを中心に点差を広げる。

３４対２８　白リードで前半終了

白④⑤⑧⑨⑩，黒④⑤⑧⑨⑪

黒⑧、⑤らが点差を縮めようと積極的にリングに向かうが、シュートが決まらない。

お互いに得点できない時間が続くが、白５番は力強いリバウンドでチームを支え、

白④⑤⑧⑨⑩，黒④⑤⑧⑨⑪

両チームハーフコートマンツーでスタート。黒はゴール下を確実に決めていく。２対８となり、

白のタイムアウト。その後、白は積極的に１対１で攻め込む。黒もディフェンスで粘るが、

ファールが重なる。白はフリースローを決めきれず。

１５対１６　黒リード

白④⑤⑧⑨⑩，黒④⑤⑧⑨⑪

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

３０年　４月２８日　時刻１１：４０ 　男子　　【決勝リーグ】

〔 〕四條畷 ５０ ４７ 寝屋川十



平成　３０年度

　２－１４
１７－１２
　９－１０
１６－２０

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

（戦評／寝屋川第一中学校：三宅）

黒は⑥のゴール下・２Ｐ、⑦のドライブで対抗し、点差を再び広げて

３６－２８で黒リードで第３クォーター終了。

白④⑤⑥⑦⑭，黒④⑤⑥⑦⑩でスタート。

白は⑨のドライブで先制するも、徐々に足が止まりだし、黒のディフェンスの前に思うように

攻められない。一方、黒は⑥⑩のハイローが決まりオフェンスにリズムが出始め、

徐々に点差を広げていく。白は最後まで諦めずに戦うも、最終５６－４４で長尾西が勝利した。

開始早々、白は⑦のゴール下、⑥のドライブで得点し追いつこうとするも、黒も⑤のジャンプシュート

⑦のドライブで一進一退の攻防が続くが、白は⑤と⑦のピック＆ロールから立て続けに⑦⑨の３Ｐが

決まり、点差を縮めて第２クォーターを終える。

２６－１９　黒リードで終了

白④⑦⑨⑩⑭，黒④⑤⑥⑦⑩でスタート。

白は⑦の３Ｐ、ゴール下・２Ｐと連続得点で。一気に差を２点まで詰めるも、

白④⑤⑦⑨⑭，黒④⑤⑦⑧⑨でスタート。

互いにハーフコートディフェンスで守る。黒は④の３Ｐで先制し、そこから⑥のリバウンド、

⑦の速攻、⑤の３Ｐと勢いに乗り、１０－０と引き離しにかかる。白はタイムアウトを取るも

黒のディフェンスに守られて思うように攻めれず、得点ができない。

１４－２　黒リードで終了。

白④⑤⑥⑦⑨，黒④⑤⑥⑦⑩でスタート。

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

３０年　４月２８日　時刻１１：４０ 　男子　　【決勝リーグ】

〔 〕枚方一 ４４ ５６ 長尾西



平成　３０　年度

　９－　４
１１－　２
１４－　９
１５－　８

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

３０年　４月　２９日　時刻９：３０ 　女子　　【決勝リーグ】

〔 〕東香里 ４９ 23 樟風

黒④が４つ目のファウルをしたことで流れが白に傾き、34-15で３PD終了。

白④⑤⑥⑦⑧、青⑤⑥⑦⑧⑰でスタート。白のナンバープレーで⑦が得点し３PDの

良い流れを続ける。対する黒も残り7分で④をコートに戻し立て直しをはかる。④の出場を機に黒は

東香里（白）④⑤⑥⑦⑧、樟風（黒）④⑤⑥⑦⑧、互いにハーフマンツーディフェンスで

スタート。開始１分、黒④がレイアップで先制するも、ファウルを２つ犯し交代しベンチへ下がる。

オフェンスを組み立て得点を重ね、9-4で白リートで１PD終了。

白④⑤⑥⑦⑧、黒⑤⑥⑦⑧⑬でスタート。白は１PD同様に前線からプレッシャーを

かけ、黒の8秒オーバータイム・トラベリング等のミスを誘発していく。残り6分、黒は流れを変えるために

シュートチャンスは作り出すも決定力を欠き互いに得点は伸びず23-6で２PD終了。　

まわりのメンバーも息を吹きかえし、プレーに拍車がかかる。タイムアウト後の残り4分、白はメンバー

（記録　長尾中学校　前田)

(白) (黒)

白は果敢にダブルチームをしかけバックコートからプレッシャーをかける。ハイポストを起点に

タイムアウトをとるもボールがハーフラインを越えない状況が続き、苦しい展開となる。対する白も

チェンジをしながらも、多彩な攻撃で得点を重ね、49-23で白が２勝目をあげた。

後半　白④⑤⑥⑦⑧、黒④⑤⑥⑦⑧でスタート。開始早々、白は⑧の３Pで

よいスタートをきる。対する黒は④を中心にオフェンスを組み立てローポストでの面取りや、45度からの

ドライブで攻撃をしていく。お互いに一進一退の攻防が続きテンポよくゲームが進んでいく。残り１分、



平成　３０　年度

　８－１８
１０－２２
１２－　８
１２－１４

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

３０年　４月　２９日　時刻９：３０ 　女子　　【決勝リーグ】

〔 〕交野二 ４２ ６２ 寝屋川三

最後は42-62で黒が勝利した。

交野二（白）④⑥⑦⑧⑨　寝屋川三（黒）④⑤⑥⑦⑩でスタート。

黒ボールで始まりすぐに黒⑤がリバウンドシュートを決める。しろもその後の攻撃でリバウンドシュートで

⑥⑦が３Pを狙うが得点にならずターンオーバーも続く。黒はブザービーターを決め8-18で黒リード。

白ボールでスタートし⑨がドライブを仕掛けファウルをもらい確実にフリースローを

２本決める。しかしその後、白のターンオーバーが続き黒の④ドライブ、⑤の速攻、⑪のバスケット

に得点を重ねるが、黒はメンバー交代し常にフレッシュな状態でスピードある展開で得点し18-40でリード。

（記録　蹉跎中　植田）

(白) (黒)

ファウルをもらい、フリースローを１本決める。黒は⑦⑩を中心に得点を重ねる。対する白は④のドライブ

カウントなどで一気に17点差となり白がたまらずタイムアウト。タイムアウト明けにすぐに白⑨④が立て続け

後半開始後、白のディフェンスが厳しく黒のターンオーバーを誘う。その後白は

エンドセットから⑪がバスケットカウント、フリースローが外れるもリバウンドをひろい⑪の３P、オール

コートディフェンスが決まりサイドセットから④がポストプレーで一気に点差を縮める。ここで黒がたまらず

タイムアウトを取る。タイムアウト明け黒がリズムを取り戻し、30-48で黒の18点リード。

黒⑪⑩⑥が手鉄づけに得点を重ねる。白も⑦④を中心に攻めるが点差は縮まない。



平成　３０　年度

１５－２４
１８－　７
１５－１３
１９－１７

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

〕樟風 67 61 交野二

樟風（白）④⑤⑥⑦⑧　交野二(黒）④⑤⑥⑦⑧でスタート。白④のミドルシュートが

決まり試合が動く。黒⑨⑦の連続３Pで勢いづき、④のドライブシュートで黒が点差を広げていく。

白は④のインサイドプレーを中心に反撃するが黒の堅守で点差を縮められず15-24で終了。

白④⑤⑥⑦⑬、黒①⑥⑦⑨⑪でスタート。開始早々、白④がオフェンスリバウンドを

取り、ゴール下のシュートを決め流れを作る。黒はなかなかシュートが決まらず苦戦。ピリオドの終盤に

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

３０年　４月　２９日　時刻１２：５０ 　女子　　【決勝リーグ】

〔

いくが、惜しくも届かず67-61で白が勝利した。

（記録　交野一中　永田）

(白) (黒)

白⑦④が連続シュートを決め、点差を縮めフリースローで同点、さらに白④のドライブで逆転し33-32で終了。

後半　白④⑤⑥⑦⑬　　黒④⑤⑦⑨⑪でスタート。黒④がショートコーナーで得点し

反撃する。一方白は要所要所でシュートを決め、点差を広げていく。黒はオールコートディフェンスで

プレッシャーをかけるが追いつかず48-44で白リードで終了。

白④⑥⑦⑧⑬　黒④⑥⑦⑧⑨でスタート。黒は白④のインサイドプレーやドライブに

対応できず苦戦するも最後まで粘り強いディフェンスをやり通す。終盤に黒⑦がドライブで得点を重ねて



平成　３０　年度

　９－１６
　７－１１
１２－１２
　８－　５

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

３６ ４４ 東香里

白④⑤⑦⑩⑪、黒④⑤⑥⑦⑧でスタート。２Q出だし、白がインサイドをからめたプレーで

リズムが生まれ２点差まで追い上げる。黒のディフェンスのプレッシャーからミスが増え、黒は加点していく。

前半を終えて16-27で黒リードで折り返す。

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

３０年　４月　２９日　時刻１２：５０ 　女子　　【決勝リーグ】

〔 〕寝屋川三

（記録　枚方四中　仙波）

(白) (黒)

白④⑤⑥⑦⑪、黒④⑤⑥⑦⑧でスタート。後半は拮抗した展開となり得点が動かない。

黒④のスティールから黒の流れになるが、白⑥を中心にくらいつく。3Q28-39で黒がリードを保つ。

白④⑤⑥⑦⑩、黒④⑤⑥⑦⑧でスタート。黒はインサイドを中心に白は1対1を中心に

攻めるがお互いに決めきれない。黒がリードを保ったままゲームを締めくくった。36-44で黒が勝利した。

白④⑤⑥⑦⑩　黒④⑤⑥⑦⑧でスタート。白④が先制。その後黒のオールコート

ディフェンスから5連続ゴールでつきはなす。白も粘り強くくらいつくが黒の球際の強さが目立つ展開に

なり１Q9-16で黒が7点リード。



平成　３０　年度

１２－１９
１４－１０
７　－１０
１６－１５

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

四條畷 ４９

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

３０年　４月　２９日　時刻１１：１０ 　男子　　【決勝リーグ】

５４ 枚方一〔 〕

後半　白④⑤⑧⑨⑩　　黒④⑦⑨⑪⑭でスタート

開始すぐ、白⑩がシュートを決め先生、その後白④が負傷し、交代するも白⑧が３Pを決め逆転

四條畷（白）④⑤⑧⑨⑩　枚方一（黒）④⑤⑦⑨⑭

白④の３Pで先生。中盤、黒⑪、⑭を中心として得点を取りリードする。白は１on１を中心として攻め

るもなかなか決めきれず、その間に黒⑪、⑭を中心として得点を重ね、黒がリードして終える。

黒⑪の1on1から得点、すかさず白⑧の即効で返すところからスタート。白は外か

らの1on1や３Pで攻める。黒は⑪や⑭のCプレーで点を取ろうとするもお互い譲らず、拮抗した試合

展開が続き、終了間際、白⑨が３Pを決め、２６－２９と黒リードで前半が終わる。

（記録　交野二中　片山）

する。しかし、すかさず黒④⑨⑭の連続得点でリードを取り返す。その後は、拮抗した展開が続

き、33－39と黒リードで終える。

白④⑤⑦⑨⑩　青④⑦⑨⑪⑭でスタート

出だし白④の３Pでスタート黒も⑭⑦と連続で決め差を縮めさせない。終盤、黒がリードの中、

白④の連続３Pで差を縮めるも、黒も落ち着いて決め49－54で試合が終わる。



平成　３０　年度

１６－１１
１１－１１
４　－１３
８　－１６

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

リズムが悪く、タイムアウトを取るが、流れを掴めない。④、⑧のドライブで粘るが、５１－３９で

〔 〕

白④⑤⑦⑨⑩　　黒④⑤⑥⑦⑧でスタート。

青⑦３ポイントシュートでスタート。白⑨ジャンプシュートでカウントをもらう。お互い攻めたい気持

食らいつく。ラスト４秒、白エンドからのスローインプレーが決まり１６－１１で１PD終了

白④⑤⑧⑨⑪　　青④⑤⑥⑦⑧でスタート。

続で決まり、流れをものにする。その後も速攻が決まり、逆転。３５－３１と青リードとなり３PD終了。

白④⑤⑧⑨⑪　　黒④⑤⑥⑩⑪でスタート。

攻めるが、白のヘルプディフェンスが上手く、決めきれない。お互いディフェンスを頑張り２７－２２

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

３０年　４月　２９日　時刻１１：１０ 　男子　　【決勝リーグ】

寝屋川十 ３９ ５１

試合終了。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記録　門真五中　藤林）

長尾西

ンドからのシュートを許してしまう。白⑨⑪のドライブなどで攻めるが、青はパスカットからの速攻で

つくが、白は1on1や合せからのスリーポイントシュートなどで逆転は許さない。青は良いリズムで

ちがあるが、シュートを決めきれない。青はタイムアウトを取り、そのあとから、④のドライブが連

青は速攻からの得点や、センタープレーなど、テンポ良く攻め、少しずつ点差をつけていく。白は

で２PD終了。

青はリバウンドからの速攻、。⑧ポストプレイからのターンシュート、バスケットカウントなどで追い

白④⑤⑧⑨⑪　　青④⑤⑥⑦⑧でスタート。

両チームハーフコートマンツーマン。お互い、ディフェンスリバウンドを取りきれず、オフェンスリバウ



平成　３０　年度

１５－１９
１１－１４
１３－１８
１３－１４

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

３０年　４月　２９日　時刻１４：３０ 　男子　　【決勝リーグ】

６５ 寝屋川十

白④⑤⑦⑨⑭、黒④⑤⑧⑨⑪でスタート。

開始早々、黒⑤の1on1からシュートを決めると、白⑨もシュートを決め返す。寝屋川十はDefの粘り

〔 〕枚方一 ５２

から速攻で得点していき、枚方一はピック＆ロールでDefのずれをつくり、うまくファウルをもらいな

がら得点していく。試合中盤で黒④の速攻から３連続得点もあり、１５－１９で１PDを終える。

白④⑤⑦⑨⑭、黒④⑤⑧⑨⑪でスタート。

黒⑤の３Pシュートや1on1からの得点で、リズムよく得点する一方、枚方一はオフェンスリバウンド

が取れず、ピック＆ロールでもうまくずれが作れない時間が続く。試合中盤、白⑨の1on1で何とか

つなぎ、２６－３３で前半を終える。

白⑤⑦⑨⑩⑪、黒④⑤⑧⑨⑪でスタート

開始早々、黒⑤の1on1からファウルをもらってカウントで決めると、白⑦の３Pシュート、白⑤のオ

５２－６５で寝屋川十が勝利した。

（記録　楠葉中　橋詰）

フェンスリバウンドからのシュートで決め返す。寝屋川十の積極的な1on1に対して白はファウルも

重なり、うまく守れない。３９－５１で最終クォーターへ。

白⑤⑥⑦⑨⑪、青④⑤⑧⑨⑪でスタート

1on1、オールコートからプレッシャーをかけて、奮闘するも黒がうまくゲームをコントロールし、

開始すぐ、白⑪の1on1からファウルをもらってカウントでよいリズムをつくると、その後スティール

から速攻で白⑨が得点。黒も負けじと連続得点で決め返し、縮まった点差がまた開く。白⑦の



平成　３０　年度

１０－１８
１２－　６
１０－１２
１３－　８

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

２PDは、長尾西⑪のミドルシュートからスタート。四條畷もドライブや速攻で得点を

戦　評　用　紙

〔 〕

が取れない四條畷に対し、長尾西は⑥，⑧のインサイドプレーで確実に点を重ね、５点差まで引き離

後半は長尾西のペースで始まる。ドライブで切り崩すも、シュートが決まらず、得点

お互いハーフコートディフェンスでスタート。序盤は、四條畷の３Pシュートにより、

波に乗る。長尾西も⑧のリバウンドシュートで応戦。しかし、四條畷の勢いは止まらず、⑤がドライブ

で２連続ファウルをもらう。長尾西はたまらずタイムアウト。その後も、四條畷は④が４連続ゴールを

決めるなど、四條畷のリズムのまま、１PDを終える。

３０年　４月　２９日　時刻１４：３０ 　男子　　【決勝リーグ】

　　北河内地区　春季大会

重ねるが、長尾西⑩のオフェンスリバウンドから長尾西へと流れが傾く。四條畷の得点が止まってい

る間に、徐々に点差を詰めていき、同点まで追いつく。しかし残り30秒で四條畷⑤のドライブにより２

点差とし、後半へと折り返した。

長尾西 四條畷４４４５

タイムアウト。その後、長尾西は⑥のポストプレーによる４連続ゴールで得点を重ね、四條畷もポスト

ムの健闘を讃えたい。

（記録　蹉跎中　岩本）

す。四條畷は④のスティールをきっかけにドライブが決まりだし、⑤が３連続ドライブで点数を重ね、

逆転。最後には④が３Pシュートを決め３６－３２で四條畷リードで４PDを迎える。

４PDのスタートは立て続けに長尾西⑪、④が得点し、同点としたところで、四條畷の

そのままタイムアップとなり、長尾西は優勝の喜びを爆発させた。白熱した試合を繰り広げた両チー

プレーや力強いプレーでファウルをもらい、得点を重ねる一進一退の攻防を繰り返す。四條畷は④の

３Pシュートでついに逆転。しかし、残り15秒で長尾西④のドライブから⑥への合わせで逆転に成功。


