
令和4年度

１６ー１０

１８ー６

１１ー４

５ー１１

第１Q

第２Q

第３Q

白4.6.10のドライブにインサイドが合わせてバランス良く得点を重ねる。

黒は6の速攻や8のドライブインで得点するも

47-20と白がリードを広げた。

第４Q 白4.5.6.9.10  黒6.9.11.12.14でスタート

白は引き続き、オールコートDEFをしかけ、黒に反撃の好機を与えない。

50-31で枚方中学校が一勝を飾った。

（戦評／東香里中：川邊）

白は変わらず5.9のポストプレーを中心に攻める。

対して黒は、8.9のドライブインで強気に攻めるが、DEFを抜ききれない。

黒はタイムアウト後にセットプレーで攻めるが

34-16 白リードで前半終了。

白4.5.6.9.10  黒4.6.8.9.11でスタート

白4.6.10のドライブにインサイドが合わせてバランス良く得点を重ねる。

白(枚方)4.5.6.9.10  黒(樟風)4.6.8.9.11でスタート

開始直後白10がドリブルで切り込み得点。

その後、黒9の積極的な1対1から得点を重ねるが、白は5.9のポストプレーを中心に

落ち着いて攻め、16-10白リード。

白4.5.6.9.10   黒4.6.8.9.11でスタート

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

R4年　4月30日　時刻9：30 　女子　　【決勝リーグ】

〔 〕枚方 50 31 樟風



令和4年度

６ー５

１４ー１５

７ー１３

１８ー６

第１Q

第２Q

第３Q

第４Q

更には白5の3Pシュートも決まり、45-39で東香里が粘り勝った。

（戦評／東香里中：川邊）

その間に黒が4.6を中心に得点を重ねる。白は5の連続得点で差を詰める。

27-33黒リードで第3ピリオド終了。

白4.5.6.10.11  黒4.5.6.8.11でスタート。

開始直後、白4の3Pシュートで反撃。黒は4.6のシュートで応戦する。

しかし、白がルーズボールから速い展開の攻撃を3連続で決め逆転。

黒はメンバーを大きく変え、この間に白4.5の速攻、8の連続得点で20-9まで

点差が開く。しけし、黒がメンバーを戻すと、4を中心に得点を重ね

20-20と試合を振り出しに戻して前半終了。

白4.5.6.10.11  黒4.6.8.11.17でスタート。

開始直後、黒4が3連続得点し、白タイムアウト。タイムアウト後、白4が4つ目のファールとなりベンチへ。

白(東香里)4.5.6.10.11  黒(四條畷)4.5.6.8.11でスタート。

両チーム積極的に攻めるも、得点にならない時間が続く。白は11のリバウンドシュートや

ドライブインから、黒は4.6のドライブインから得点し、

6-5白リードとロースコアな入りとなった。

白4.5.6.10.11  黒9.15.16.17.18でスタート。

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

R4年　4月30日　時刻11:00 　女子　　【決勝リーグ】

〔 〕東香里 ４５ ３９ 四條畷



令和　4　年度

２１ー１４

１２ー１７

１４ー１１
１７ー１１

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（戦評/枚方第四中：眞田）

しかし、そこからディフェンスが息を吹き返し、黒9の粘り強いディフェンスと

黒9の3Pなどで食らいつき、47-42と5点差、樟風リードで勝負の4ピリへ。

白9の1対1からの得点や、白7の3P、交代した白11の1対1で

樟風が勢いに乗って得点を重ね、残り3分　54-44となったところで黒タイムアウト。

黒7の1対1や黒8のポストプレーで何とか食らいつこうとするが、白9の1対1など

落ち着いたプレーで流れを渡さず、64-53で樟風が勝利を収めた。

白は堅実なプレーで得点を重ねようとするが、黒のオフェンスリバウンドからの

粘り強い得点や、黒7の1対1からの連続得点で流れが変わり

33-31樟風リードで前半を折り返す。

両チーム前半と変わらずスタート。

開始直後、白9の1対1で連続得点が決まると、白4のディフェンスからカウンターなどで

得点を重ね、43-34となったところで、黒たまらずタイムアウト。

白(樟風)4.6.7.9.14 オールコートマンツー　　黒(寝10)4.5.6.7.11ハーフコートマンツー

からスタート。黒７の思い切りの良い3Pで先制。その後も走って得点を重ね

一時0-7となるが、樟風も固い守りからの速攻や、白9のポストプレー、キックアウトからの

正確な合わせにより、21-14と樟風リードで第1ピリオド終了。

両チーム同じメンバーでスタート。

どちらも徹底したディフェンスで相手を苦しめ、開始2分両チーム得点なし。

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

令和４年　4月30日　時刻 12:30 男子　【決勝リーグ】

〔 〕樟風 64 53 寝屋川十



令和   4  年度

１６ー１０

８ー７

１８ー１２

２１ー９

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

リードを広げた。黒も4がファールからのフリースローを2本沈めるなどの粘りを見せたが

最後まで落ち着いてプレーをしていた寝屋川八が61-40で勝利を収めた。

（戦評／枚方第四中：岩本）

黒は4.13がゴール下でファールを誘うプレーで得点を重ねるが、白の勢いは止まらず

4の連続得点でリードを広げる。

42-29と白がリードを広げた。

白4.5.8.14.18 黒4.7.8.9.11でスタート。

黒は4から8のゴール下へのノールックパスで点を取り流れをつかもうとしたが、

白5がすかさず3Pを決めて流れを断ち切る。白はその後も4.8が速攻で得点を重ねて

白5のドライブや18の速攻などで得点を重ねる。一方黒は速攻で4から13への

アシストで得点。しかし、残り4分からお互いのシュートが中々決まらず

24-17白リードで前半を終えた。

白4.5.8.14.18  黒4.5.8.11.15でスタート。

白はオールコートマンツーマンでプレッシャーをかけることで、速い展開へと持ち込む。

白(寝8)4.5.8.14.18  黒(長尾)4.5.8.11.15でスタート。

開始直後に白5から14へのアシストにより先制点を取る。対する黒は8の速攻で

得点を重ねる。しかし、白5が1本、白7が2本3Pを決め

16-10 白リードで第1ピリオド終了。

白5.7.8.14.18  黒4.5.8.11.15でスタート。

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

令和４年　4月30日　時刻 １４：００ 男子　【決勝リーグ】

〔 〕寝屋川八 ６３ ３８ 長尾



令和4年度

14ー7

25ー8

18ー13

9ー3

第１Q

第２Q

第３Q

第４Q

白は、コーナーに追い込みダブルチームでカットを狙うが、早いパス回しで攻めを止めない。

ラスト4分。1年生の諦めない攻めと守りで66対39で白の勝利。

（戦評／四條畷西中：島）

白は5、9のミスマッチをついて、インサイドプレーで攻め続ける。対して、青はダブルチームで対応す

るが、うまくいかず、タイムアウト。再開と同時に、10の3Pファウルをもらい、リバウンドで2Pの5得点。

残分1で青9、15、16、17、18にメンバーチェンジ。白はオールコートでプレスをかける。

運びきれない青、その中でも17のドライブからカウント1ショット。39対15で2Q終了。

スタートメンバーで3Q開始。

リバウンドを取った白10からのパスで4が2P先制。青のファウルが多くなり、フリースローを確実に決める決める白。

青は全員メンバーチェンジ。ドライブシュートに対してのファウルが重なり、互いにチームファウルが貯まる。

メンバーは1Qと変わらずスタート。引き続き、オールコートで守り続ける。

フリースローが続く中、青17、16のドライブシュートで最後まで諦めないプレー。57対28で3Q終了。

白4、9、10、11、16青7、15、16、17、18でで4Q開始。

白16バスケットカウントで先制。10、7が続けて得点し、差を広げる。

白4、5、6、9、10、青4、5、6、8、11で試合開始

ドライブからセンターへの合わせで白5の先制シュート。

白5、9のインサイドプレーで得点を重ねる。一方、青は外からのシュートを打つも、入れきれず、

リバウンドが取れず、単発な攻撃になる。青8、4のシュートで差を広げられるのを許さない。

14対7で1Q終了。

〕 39

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

R4年　5月1日　時刻10：00 　女子　　【決勝リーグ】

〔枚方 66 四條畷



令和4年度

21ー21

17ー13

8ー9

18ー12

第１Q

第２Q

第３Q

第４Q

それも白が立ち切り、結果64対51で白の勝利。

（戦評／長尾西中：橋詰）

重ね、対する黒は、4や11のペイントアタックでスコアを重ねる。両チーム、オフェンスの起点から

周りの選手もできたスペースで1対1を仕掛ける。白はハーフコートでファウルをせずに粘り強く抑える。

黒は、ファウルが重なりリズムが作れない。中盤で10点ほど差がつくが、ブレイクで食らいつく。

白4、6、8、9、10黒苦4、5、6、10、11でスタート。開始1分で黒11ののファウルで4ファウルとなり、

攻め手を失ってしまう。その間に突き放したい白は果敢に攻めるも決め切ることができない。

互いに我慢の時間が続き、黒は10が1on1を仕掛けて繋ぐ。このクォーターはロースコアの展開となり、

点差も広がらないまま46対43で3Q終了。

白6、8、9、11、14黒4、5、6、10、11でスタート。白は9と6のドライブからペイントアタックでスコアを

白6、8、9、11、14黒4、5、6、10、11でスタート。白は8、6の連続得点で出だしのスタートに成功。

その間に黒4の4ファウル。そこから白8が3Pをしずめ、残分4で白の10点リード。その後も、怒涛の攻撃でスコアは

止まらず、リードを広げる。残分3で黒6のスティールからレイアップでand1。流れが変わる兆しもあったが、

白4、6、8、9、11黒4、5、6、10、11でスタート。開始直後、白9の1on1ででペイント

アタックし、決めるも、すかさず黒11の3Pで決め返す。しかし、その後も白のスコアは止まらず、

6のミドル、8の3P、9のand1で連続スコア。その間に黒4、11のドライブでペイントアタックするが、

守られてしまう。黒の果敢なオフェンスリバウンドで繋ぎ、粘り強くついていく。黒10の1on1から連続得点し、

流れを掴み、逆転。しかし、チームファウルによるFTの積み重ねにより、差を差を広げることができない。

〕 51

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

R4年　5月1日　時刻10：00 　女子　　【決勝リーグ】

〔樟風 64 東香里



令和4年度

2ー19

9ー10

8ー16

10ー11

第１Q

第２Q

第３Q

第４Q

有利に試合を展開し、勝利した。

（戦評／交野2中：灰藤）

その後も、パスカットからの速攻が決まり、青がリードを広げる。対する白は、5の1対1、6の3P

などが決まり、差を縮める。白は中を固めて青に得点をさせない。白5、6のミドルシュートが決まり

差を縮めるが、終盤青9のフリースローなどが決まり、11−29で青がリードし、前半を折り返す。

白5、6、7、10、11青4、5、6、9、10でスタート。白11、5の1対1で連続得点。青も9が連続で得点。

中盤、パスカットからの速攻を青が決め、リードを広げる。白はファウルがファウルが重なり、フリースローを与え、

苦しい展開。白は11を中心に1対1を仕掛けるが、得点できず。青が有利に試合を進める。

19−45青リードで3Q終了。

白5、6、8、10、13青4、5、6、9、10でスタート。スタート時、青のセットプレーが決まり、得点。

白5、6、7、10、11青青4、5、6、9、10でスタート。開始1分、青9のゴール下シュートが決まる。

対する白は素早い展開からの攻撃で得点し対抗。しかし、青は5、9を中心に得点し、リードを広げていく。

終盤、白がオールコートDFで差を縮めるが、青が有利のまま、29ー56で試合が終了。終始、青がリードを保ち、

白5、6、7、10、11青4、5、6、9、10でスタート。

青5のポストプレーで先制。その後も青は5を中心に攻め、得点を重ねる。

対する白は、7、10が外からの1対1を仕掛けるも青の堅いDFに阻まれ、中々得点できず。

中盤からも、青は5のゴール下、10の1対1と3Pなどで得点を重ね、2−19で1Q終了。

〕 56

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

R4年　5月1日　時刻12：50 　女子　　【決勝リーグ】

〔東香里 29 枚方



令和3年度

17ー13

16ー14

11ー14

9ー19

第１Q

第２Q

第３Q

第４Q

残り1分30秒、白はオールコートプレスに出るが、青がうまく時間を使い、反撃の隙を与えず、53−60で青の青の逆転勝利。

（戦評／南郷中：青栁）

白がDFのプレッシャーを強め、トランジションから得点を重ねる。白4の3Pへのコンテストがファウル

となり、4がフリースローを3本沈め、7点差がついたところで青がタイムアウト。

その後、青は9の1対1で巻き返しを図り、6点差まで詰め、33−27で前半終了。

白白4、5、6、8、11青6、8、9、11、1414で3Q開始。

青が6のフリースローで先制。青は白のミスをミスを速攻に繋げ、シュートまで持っていくが、ファウルで止められた後の

フリースローが入らず、点差が縮まらない。白は11の3P、17のミドルシュートのバスケットカウントなどで得点。

残り1分、青9のドライブで１点差まで詰め寄るが、白4ににフリースローを2本決められ、44−41で3Q終了。

白4、6、8、11、15青6、8、11、12、14で2Q開始。

白4、5、6、8、11青青6、8、9、12、14で4Q開始。

開始直後、青が先制。そして、9のバスケットカウントで遂に逆転。

白は4、6が果敢にリングにアタックするが、連続得点が得られず苦しい時間が続く。

白4、5、6、8、11青4、6、8、9、11で試合開始。

白は4を起点にオフェンスを展開し、フリースローで先制。8の3Pで追加点を取る。

青はアウトサイドを中心に8、9のドライブ、カッティングで得点。白のDFプレッシャーを前に、青は

中々流れに乗ることができず、17−13で1Q終了。

〕 60

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

R4年　5月1日　時刻12：50 　女子　　【決勝リーグ】

〔四條畷 53 樟風



令和　4　年度

23–11

13–4

21–13

18–15

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（戦評/交野1中：中村）

トランジションが続く。白は7、9が落ち着いて得点。また12の1 on 1でファールを誘う。青はリバウンドを

白4、6、7、9、11。青4、5、8、11、15でスタート。開始早々白11が3pを決めると、続けて

得点していく。青タイムアウト後、11が強気の1 on 1を仕掛け、得点を重ねる。また、白は11の

バスケットカウントや5のドライブでリードを保つ。57−28で3Qを終える。

白4、6、7、8、11。青4、5、8、11、15でスタート。1Qに引き続き、互いに走り合い、激しい

白11、12、13、14、15。青4、5、8、11、15でスタート。白は10、12、14、15が得点する

など、個々が力を発揮し、青は11、13を中心に最後まで諦めずに戦った好ゲームであった。

白4、6、7、9、11。青4、5、8、11、15でスタート。両チームとも積極的に攻め、早い展開

に。白は4、6、11のドライブ、青は4の1 on 1、8のタフショットでお互いに果敢に点を取り合う。

白はディフェンスでプレッシャーをかけ、7が連続して得点を取り、流れを掴み、23−11で終わる。

〕 43

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

令和４年　5月1日　時刻 １１：３０ 男子　【決勝リーグ】

〔樟風 75 長尾



令和　4　年度

14−16

13−16

15−17

 8−10

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

決まらず点差は縮まらない。50−59で黒寝屋川8中の勝利。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（戦評/交野1中：松尾）

白は攻めあぐねる。白は7の1 on 1 や5のリバウンドから得点チャンスをつくる。黒はピックアンドロール

ハイパックなどスクリーンを使い得点する。27−32で黒リードで前半終了。

白4、5、6、7、11。黒4、5、8、14、18でスタート。白は11を中心にオールコートで

プレッシャーをかけるも、黒5に突破され、得点されてしまう。白6の二連続リバウンドシュート、7の1 on 1

からカウント1ショットと流れを戻すも、黒はキックアウトから8が3Pを決め、逆点を許さない。

白4、6、7、8、9、黒4、、5、7、8、18でスタート。黒のハーフコートDFでのプレッシャーに

42−49で第3Q終了。

白4、5、6、7、9。黒4、5、8、14、18ででスタート。白はDFでプレッシャーをかけるが、

中々点につながらない。黒は18がリバウンドを頑張り、チャンスを作る。白は積極的に3Pも狙うが、

白寝屋川10中4、5、6、7、11。黒寝屋川8中4、5、8、14、18でスタート。両チーム

果敢に1 on 1を仕掛ける。白は5のポストプレーから合わせや7のドライブ中心で攻める。黒は5を起点に

ドライブや3Pで得点を重ねる。白のオールコートDFで黒のミスを誘い、追い上げ、14−16で黒リードで

第1Q終了。

〕 59

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会
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〔寝屋川十 50 寝屋川八



令和　4　年度

11ー14

13ー14

15ー14

11ー20

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

強いハートを見せ、黒4がバスケットカウントを2発決め点差を6点まで広げるが、

白5のシュートで2点差まで詰め寄るも、黒樟風が最後まで走り切り50ー62で勝った。

どちらの特徴もとてもよく出た北河内決勝リーグ最終戦にふさわしい好ゲームであった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（戦評/友呂岐中：田辺）

2PDも黒は相変わらず激しいディフェンスからボールを奪い、7の1ON1、見事な速攻からの

9のダイブで得点し、白がたまらずタイムアウト。その後白5の1ON1がゾーンに入った所で

黒がタイムアウトを取る。タイムアウト開け後、さらに激しくなり黒7のゼロステップの

レイアップを決め前半を24−28で終える。

白(寝屋川八)4、5、8、14、18、黒(樟風)4、6、7、9、14でスタート。

白5の開始早々のドライブからバスケットカウントを奪い27−28と詰める詰める。

黒は1PDから激しいデェフェンスを変わらず続けているが、白も慣れ始め白4が

白(寝屋川八)4、5、8、14、18、黒(樟風)4、6、7、9、14でスタート。

リバウンドシュートを決め逆転する。そこから、一進一退の攻防が続くも黒9の

バスケットカウントで再び逆転する。3PD、39ー42で終える。

白(寝屋川八)4、5、8、14、18、黒(樟風)4、6、7、9、14でスタート。

この時間帯になっても黒のディフェンスが衰えず、更に強度を上げていく。しかしここで

白(寝屋川八)4、5、8、14、18、黒(樟風)4、6、7、9、14でスタート。

TIPOFF直後から黒の激しいディフェンスをしかける。それを白は嫌がり着実に黒は

点数を重ねる。黒6が点を決め1−8としたところで白がタイムアウト。その後、白5の

1ON1、8のスティールで逆転するも黒の粘り強いチームディフェンスからから7が

バスケットカウントを決め再度逆転し、11ー14で1PDを終える。

〕 62

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会
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令和　4　年度

20ー25

 5ー14

ー

ー

第１PD

第２PD

第３PD

第４PD

7を中心とした青のOFを止めきれず白50ー青59で試合終了。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（戦評/中宮中：北川）

得点する。白は青のDFに苦しみ得点が止まるが、9がDFでチャージングをもらい

チームを盛り上げる。白25ー青34で前半を終える終える。

白(長尾)4、5、8、11、15、青(寝屋川十)4、5、6、7、11でスタート。

開始すぐ白15の3Pが決まり、白は11のドライブや8のゴール下で得点を重ね残分5で

2点差までつめよる。青は7のドライブやパスカットからの速攻で対抗するもファールが

重なり白にフリースローを与えてしまう。白39ー青42で第3P終了。

青6のアシストから9がゴール下を決め、先制。その後青は、7の3Pや5のポストプレイで

白(長尾)4、5、8、11、15、青(寝屋川十)4、5、6、7、11でスタート。

青は6と7のドライブ、5のゴールゴール下などで得点し、残分5ではオールコートの

D Fを行い、脚力の強さをみせる。白は4の長距離の3Pや11のドライブで対抗するも

白(長尾)4、5、8、11、15、青(寝屋川十)4、5、6、7、11でスタート。

青7のパスカットからの速攻で青が先制する。青はその後も7の3P、ドライブ、

ブロックショットからの速攻で、得点を重ねる。対する白は11のポストポストプレイや

4の3P、ドライブで得点。両者譲らない展開だが、終盤青7が3Pを2本決め、20−25で終える。

白(長尾)4、5、8、11、15、青(寝屋川十)6、8、9、11、16でスタート。

〕

戦　評　用　紙
　　北河内地区　春季大会

令和４年　5月1日　時刻 １４：１０ 男子　【決勝リーグ】

〔長尾 寝屋川十


