
平成２３年度 関東実業団バスケットボールリーグ戦 

 

男子１部 
横河電機、三井住友銀行、日本無線、曙ブレーキ工業、新生紙パルプ商事、葵企業、東京日産、富士通 

 
＜１次リーグ＞ 

６月４日（土） 代々木第２体育館 

９:３０ 三井住友銀行 vs 東京日産  １１:０５ 横河電機 vs 富士通 

１２:４０ 日本無線 vs 葵企業  １４:１５ 曙ブレーキ工業 vs 新生紙パルプ商事 

 

６月５日（日） 代々木第２体育館 

９:３０ 新生紙パルプ商事 vs 日本無線  １１:０５ 葵企業 vs 曙ブレーキ工業 

１２:４０ 東京日産 vs 横河電機  １４:１５ 富士通 vs 三井住友銀行 

 

６月１１日（土） 平塚市総合体育館Ａコート 

１１:００ 曙ブレーキ工業 vs 東京日産  １２:４０ 三井住友銀行 vs 新生紙パルプ商事 

１４:２０ 横河電機 vs 葵企業  １６:００ 日本無線 vs 富士通 

 

６月１２日（日） 平塚市総合体育館Ａコート 

１１:００ 新生紙パルプ商事 vs 横河電機  １２:４０ 東京日産 vs 日本無線 

１４:２０ 富士通 vs 曙ブレーキ工業  １６:００ 葵企業 vs 三井住友銀行 

 

６月１９日（日） 代々木第２体育館 

１４:１５ 三井住友銀行 vs 日本無線  １５:５０ 横河電機 vs 曙ブレーキ工業 

１７:２５ 新生紙パルプ商事 vs 富士通  １９:００ 葵企業 vs 東京日産 

 

６月２６日（日） 代々木第２体育館 

１４:１５ 日本無線 vs 横河電機  １５:５０ 富士通 vs 葵企業 

１７:２５ 曙ブレーキ工業 vs 三井住友銀行  １９:００ 東京日産 vs 新生紙パルプ商事 

 

７月３日（日） 足立区総合スポーツセンター 

１０:００ 東京日産 vs 富士通  １１:４０ 新生紙パルプ商事 vs 葵企業 

１３:２０ 日本無線 vs 曙ブレーキ工業  １５:００ 横河電機 vs 三井住友銀行 

 

＜２次リーグ＞ 

７月９日（土） 代々木第２体育館 

９:３０ １次リーグ５位 vs １次リーグ８位  １１:０５ １次リーグ６位 vs １次リーグ７位 

１２:４０ １次リーグ１位 vs １次リーグ４位（Ａ）  １４:１５ １次リーグ２位 vs １次リーグ３位（Ｂ） 

 

７月１０日（日） 代々木第２体育館 

９:３０ １次リーグ８位 vs １次リーグ６位  １１:０５ １次リーグ７位 vs １次リーグ５位 

１２:４０ （Ａ）の勝者 vs （Ｂ）の敗者  １４:１５ （Ａ）の敗者 vs （Ｂ）の勝者 

 

７月１８日（祝・月） 塩浜市民第一体育館 

１１:３０ １次リーグ７位 vs １次リーグ８位  １４:３０ １次リーグ５位 vs １次リーグ６位 

 

７月２３日（土） 代々木第２体育館 

１１:４０ 別途案内  １５:００ 別途案内 

 

＜入替戦＞ 

７月２４日（日） 代々木第２体育館 

１４:１５ １部８位 vs ２部１位  １５:５０ １部７位 vs ２部２位 

 

 

 

 

 

 



男子２部 

 
Ａブロック：メディセオ、プレス工業、ＮＴＴデータ、住友商事、東京消防庁 

Ｂブロック：三井住友海上、大塚商会、日立大みか、ＮＴＴ東日本東京、三菱東京ＵＦＪ銀行、ＪＦＥ東日本京浜 

 

５月２１日（日） 朝霞市総合体育館 

１０:００（Ｂコート）三井住友海上 vsＪＦＥ東日本京浜 １１:３０（Ｂコート）大塚商会 vsＮＴＴ東日本東京  

１３:００（Ｂコート）日立大みか vs 三菱東京ＵＦＪ銀行 

１４:３０（Ａコート）東京消防庁 vs メディセオ、（Ｂコート）ＮＴＴデータ vs 住友商事 

 

６月４日（土） 駒沢屋内球技場Ａコート 

１４:３０大塚商会 vs 日立大みか １６:００三菱東京ＵＦＪ銀行 vs 三井住友海上  

１７:３０ＮＴＴ東日本東京 vsＪＦＥ東日本京浜 

 

６月５日（日） 代々木第２体育館 

１５:５０メディセオ vs プレス工業 １７:２５ＮＴＴデータ vs 東京消防庁 

 

６月１１日（土） 平塚市総合体育館Ｂコート 

１４:２０メディセオ vs 住友商事 １６:００東京消防庁 vs プレス工業 

 

６月１９日（日） 

プレス工業体育館 

１０:００三井住友海上 vsＮＴＴ東日本東京 １１:３０プレス工業 vs 住友商事 １３:００メディセオ vsＮＴＴデータ 

船橋市総合体育館サブコート 

１４:３０大塚商会 vs 三菱東京ＵＦＪ銀行 １６:００ＪＦＥ東日本京浜 vs 日立大みか 

 

６月２６日（日） 代々木第２体育館 

９:３０ＪＦＥ東日本京浜 vs 大塚商会 １１:０５日立大みか vs 三井住友海上 

１２:４０ＮＴＴ東日本東京 vs 三菱東京ＵＦＪ銀行 

 

７月９日（土）  

代々木第２体育館 

１５:５０三菱東京ＵＦＪ銀行 vsＪＦＥ東日本京浜 １７:２５日立大みか vsＮＴＴ東日本東京  

１９:００三井住友海上 vs 大塚商会 

駒沢屋内球技場 

１４:３０住友商事 vs 東京消防庁 １６:００プレス工業 vsＮＴＴデータ 

 

７月１７日（日） 駒沢屋内球技場 

１３:００（Ｂコート）１-４位決定戦１回戦・Ａ２位 vsＢ１位  

１４:３０（Ｂコート）１-４位決定戦１回戦・Ａ１位 vsＢ２位  

１６:００（Ａコート）５-６位決定戦・Ａ３位 vsＢ３位 （Ｂコート）７-８位決定戦・Ａ４位 vsＢ４位  

１７:３０（Ａコート）９-１０位決定戦・Ａ５位 vsＢ５位 

 

７月１８日（祝・月） 塩浜市民第一体育館 

１３:２０・３-４位決定戦（Ａ１位 vsＢ２位）の敗者 vs（Ａ２位 vsＢ１位）の敗者  

１５:００・１-２位決定戦（Ａ１位 vsＢ２位）の勝者 vs（Ａ２位 vsＢ１位）の勝者 

 

＜入替戦＞ 

７月２４日（日） 代々木第２体育館 

９:３０・２部９位 vs３部Ｄ１位 １１:０５・２部１１位 vs３部Ｂ１位 １４:１５・１部８位 vs２部１位 

１５:５０・１部７位 vs２部２位 １７:２５・２部１０位 vs３部Ｃ１位 


