
４部１次リーグ

奈良産 ●0-20 ●60-80 ○74-65 ●73-89 ●59-77 ●55-61 1 ７位

○20-0 関福大 ●60-84 ●59-65 ○75-72 ○97-65 ○90-68 4 ３位

○80-60 ○84-60 大芸大 ○101-44 ●66-69 ○92-56 ○63-54 5 ２位

●65-74 ○65-59 ●44-101 滋県立 ●52-84 ○70-62 ●57-67 2 ５位

○89-73 ●72-75 ○69-66 ○84-52 関福科 ○81-68 ○94-79 5 １位

○77-59 ●65-97 ●56-92 ●62-70 ●68-81 大電通 ●75-80 1 ６位

○61-55 ●68-90 ●54-63 ○67-57 ●79-94 ○80-75 神芸工 3 ４位

英知大 ●44-105 ●65-80 ●67-84 ○69-57 ●65-94 ○20-0 ●66-92 2 ７位

○105-44 姫工大 ○87-54 ○87-63 ○94-44 ○81-53 ○115-14 ○100-47 7 １位

○80-65 ●54-87 神外大 ●80-88 ○92-56 ○71-70 ○93-37 ○65-56 5 ３位

○84-67 ●63-87 ○88-80 大国際 ○84-62 ○76-52 ○20-0 ○81-65 6 ２位

Ａディビジョン

Ｂディビジョン

●57-69 ●44-94 ●56-92 ●62-84 兵教大 ●47-67 ○91-28 ○81-66 2 ６位

○94-65 ●53-81 ●71-70 ●52-76 ○67-47 京府大 ○70-49 ○86-53 4 ４位

●0-20 ●14-115 ●37-93 ●0-20 ●28-91 ●49-70 芦屋大 ●49-74 0 ８位

○92-66 ●47-100 ●56-65 ●65-81 ●66-81 ●53-86 ○74-49 近畿福 2 ５位

神商船 ○97-80 ●63-97 ○72-68 ○118-65 ○74-68 ○100-55 ○114-56 6 １位

●80-97 甲子園 ○59-55 ●53-73 ○78-63 ○80-66 ○90-57 ○73-55 5 ３位

○97-63 ●55-59 プール ●43-71 ●50-57 ●49-74 ●41-46 ●57-65 1 ８位

●68-72 ○73-53 ○71-43 京精華 ○86-57 ○100-72 ○91-53 ○61-44 6 ２位

●65-118 ●63-78 ○57-50 ●57-86 大手前 ○64-60 ○78-77 ●53-68 3 ６位

●68-74 ●66-80 ○74-49 ●72-100 ●60-64 京外大 ○84-51 ○64-63 3 ５位

●55-100 ●57-90 ○46-41 ●53-91 ●77-78 ●51-84 府工専 ●50-60 1 ７位

●56-114 ●55-73 ○65-57 ●44-61 ○68-53 ●63-64 ○60-50 京文教 3 ４位

Ｃディビジョン



関福科 ○93-86 ●72-88 (○69-66) ○87-82 ○80-54 4-1 ３位

●86-93 姫工大 ○79-60 ○88-82 (○87-63) ○80-64 4-1 1位

○88-72 ●60-79 神商船 ○81-70 ○87-72 (○72-68) 4-1 ２位

(●66-69) ●82-88 ●70-81 大芸大 ○92-62 ○93-55 2-3 ４位

●82-87 (●63-87) ●72-87 ●62-92 大国際 ○76-50 1-4 ５位

●54-80 ●64-80 (●68-72) ●55-93 ●50-76 京精華 0-5 ６位

関福大 ●83-96 ○89-59 (○90-68) ○86-67 ○88-50 4-1 ８位

○96-83 神外大 ○115-55 ●90-108 (○71-70) ○63-56 4-1 ７位

●59-89 ●55-115 甲子園 ●80-94 ●57-72 (○73-55) 1-4 １１位

(●68-90) ○108-90 ○94-80 神芸工 ●68-74 ○90-46 3-2 １０位

●67-86 (●71-70) ○72-57 ○74-68 京府大 ○70-50 3-2 ９位

２次リーグ

１～６位決定リーグ

７～１２位決定リーグ

●67-86 (●71-70) ○72-57 ○74-68 京府大 ○70-50 3-2 ９位

●50-88 ●56-63 (●55-73) ●46-90 ●50-70 京文教 0-5 １２位

滋県立 ○77-73 ○91-72 (○70-62) ○60-59 ○90-64 5-0 １３位

●73-77 近畿福 ●81-96 ●75-106 (●66-81) ○92-76 1-4 １８位

●72-91 ○96-81 京外大 ○79-76 ○61-56 (●60-64) 3-2 １４位

(●62-70) ○106-75 ●76-79 大電通 ●84-92 ○107-60 2-3 １５位

●59-60 (○81-66) ●56-61 ○92-84 兵教大 ●62-82 2-3 １６位

●64-90 ●76-92 (○64-60) ●60-107 ○82-62 大手前 2-3 １７位

奈良産 ○79-74 ●65-70 ○86-39 ○20-0 3-1 ２０位

●74-79 英知大 ●57-68 (○20-0) ●59-63 1-3 ２２位

○70-65 ○68-57 府工専 ○80-29 (○46-41) 4-0 １９位

●39-86 (●0-20) ●29-80 芦屋大 ●55-58 0-4 ２３位

●0-20 ○63-59 (●41-46) ○58-55 プール 2-2 ２１位

１３～１８位決定リーグ

１９～２３位決定リーグ
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