
 

 

平成 12年度岐阜県学生バスケットボール秋季大会 
 

日時 11月 19日（日）会場 岐阜経済大学 
 

時間 Aコート Bコート 
 

10：00 
岐阜経済大 － 名城大 

107 (55-20,52-32) 52 
木股正徳、杉山美穂子 

岐医技短  － 朝日大 
51 (23-24,27-26,1-7) 57 
土屋智士、杉山晴士 

 
11：30 

 

岐阜大   － 東海女短 
96 (45-19,51-13) 32 
篠田 啓、山本絵美 

大垣女短  － 岐医技短 
77 (40-18,37-13) 31 
粟原大典、溝口晶子 

 
13：00 

 

聖徳学園大 － 中京学院大 
20-0 

 

名城大   － 岐医技短 
53 (27-33,26-44) 77 
高垣 誠、広瀬鮎美 

 
14：30 

 

東海女短  － 大垣女短 
42 (24-36,18-26) 62 
野原徹二、島澤 司 

聖徳学園大 － 岐阜女子大 
73 (33-21,40-21) 42 
三宅浩平、粟原大典 

 
16：00 

 

中京学院大 － 岐阜経済大 
0-20 

 

朝日大   － 聖徳学園大 
77 (38-21,39-28) 49 
土屋智士、長谷川峰子 

 
 
日時 11月 23日（祝） 会場 大垣女子短期大学 
 

時間 Aコート Bコート 
 

10：00 
岐医技短  － 中部学院大 

46 (26-31,20-40) 71 
成瀬正彦、奈良村五十志 

 岐阜女子大 － 東海女短 
54 (22-27,32-26) 53 
杉山美穂子、粟原大典 

 
11：30 

 

岐阜高専  － 岐医技短 
47 (25-29,22-21) 50 
土屋智士、粟原大典 

中京学院大 － 朝日大 
48 (17-53,31-43) 96 
古山雅彦、溝口晶子 

 
13：00 

 

聖徳短大部 － 大垣女短 
56 (29-44,27-46) 90 

石川光徳、奈良村五十志 

岐阜大   － 岐医技短 
99 (50-26,49-14) 40 
成瀬正彦、稲葉雄三 

 
14：30 

 

中京学院大 － 岐阜高専 
61 (38-37,23-35) 72 
土屋智士、野原徹二 

 中部学院大 － 岐阜女子大 
51 (22-37,29-22) 59 
粟原大典、島澤 司 

 
16：00 

 

大垣女短  － 岐阜大 
86 (57-35,29-33) 68 
篠田 啓、石川光徳 

 
 
 

 



 

 

平成 12年度岐阜県学生バスケットボール秋季大会 
 

日時 11月 26日（日）会場 岐阜大学 
 

時間 Aコート Bコート 
 

10：00 
朝日大   － 岐大医学部 

83 (41-23,42-25) 48 
小池匡弥、吉田淳司 

聖徳学園大 － 岐医技短 
68 (24-31,44-11) 42 
土屋智士、広瀬鮎美 

 
11：30 

 

東海女短  － 聖徳短大部 
74 (45-26,29-23) 49 
粟原大典、杉山 愛 

岐医技短  － 岐阜女子大 
41 (11-29,30-48) 77 
上林美妃子、山本絵美 

 
13：00 

 

岐大医学部 － 名城大 
76 (44-36,32-30) 66 
土屋智士、成瀬正彦 

岐阜大   － 朝日大 
64 (27-39,37-33) 72 
小池匡弥、高垣 誠 

 
14：30 

 

聖徳学園大 － 東海女短 
84 (38-25,46-16) 41 
粟原大典、溝口晶子 

岐医技短  － 中京学院大 
20-0 

 
 
16：00 

 

名城大   － 岐阜高専 
68 (32-29,36-21) 50 
杉山美穂子、野原徹二 

聖徳短大部 － 岐医技短 
59 (34-26,25-10) 36 
木全 豊、広瀬鮎美 

 
 
日時 12月 3日（日） 会場 大垣女子短期大学 
 

時間 Aコート Bコート 
 

 9：00 
岐大医学部 － 中部学院大 

36 ( 5-36,31-35) 71 
粟原大典、溝口晶子 

 岐阜薬大  － 聖徳短大部 
24 (11-48,13-40) 88 
土屋智士、杉山美穂子 

 
10：30 

 

大垣女短  － 聖徳学園大 
65 (37-33,28-42) 75 
広瀬鮎美、粟原大典 

中部学院大 － 名城大 
97 (58-24,39-45) 69 
総山俊行、成瀬正彦 

 
12：00 

 

中部学院大 － 岐阜薬大 
59 (34-28,25-26) 54 
石谷恵子、溝口晶子 

聖徳短大部 － 岐大医学部 
122 (65-6,57-14) 20 
三宅浩平、森 久美世 

 
13：30 

 

聖徳学園大 － 中部学院大 
65 (27-27,38-28) 55 
小池匡弥、成瀬正彦 

 岐阜経済大 － 岐大医学部 
91 (50-23,41-22) 45 
高橋浩路、棚橋英一 

 
15：00 

 

岐阜女子大 － 大垣女短 
43 (19-30,24-26) 56 
粟原大典、広瀬鮎美 

 岐阜薬大  － 中日本航空 
70 (34-14,36-31) 45 
石谷恵子、杉山晴士 

 
16：30 

 

 岐大医学部 － 聖徳学園大 
56 (25-40,31-32) 72 
小池匡弥、三宅浩平 

 朝日大   － 岐阜経済大 
88 (41-30,47-38) 68 
小牧秀則、高橋浩路 

 



 

 

平成 12年度岐阜県学生バスケットボール秋季大会 
 

日時 12月 9日（土）会場 岐阜工業高等専門学校 
 

時間 Aコート 
 

10：00 
中日本航空 － 岐医技短 

50 (20-22,30-27) 49 
平松浩司、野原徹二 

 
11：30 

 

岐阜経済大 － 中部学院大 
88 (44-35,44-31) 66 
中瀬和男、粟原大典 

 
13：00 

 

岐阜高専  － 岐阜薬大 
42 (23-25,19-20) 45 
式部舞子、木股正徳 

 
14：30 

 

中部学院大 － 岐阜高専 
40 (23-19,17-30) 49 
川島哲生、杉山美穂子 

 
16：00 

 

岐阜薬大  － 岐阜経済大 
79 (34-41,45-41) 82 

式部舞子、奈良村五十志 
 
 
日時 12月 10日（日）会場 岐阜工業高等専門学校 
 

時間 Aコート 
 

10：00 
岐阜大   － 岐医技短 

65 (36-25,29-39) 64 
木股正徳、粟原大典 

 
11：30 

 

朝日大   － 名城大 
66 (25-27,41-23) 50 
総山俊行、猪野間 誠 

 
13：00 

 

岐医技短  － 中部学院大 
65 (27-33,38-55) 88 
杉山晴士、野原徹二 

 
14：30 

 

岐阜高専  － 岐阜大 
57 (30-28,27-40) 68 
熊崎昌弘、吉田淳司 

 
16：00 

 

聖徳学園大 － 岐阜薬大 
84 (38-19,46-24) 43 
成瀬正彦、杉山美穂子 

 



 

 

平成 12年度岐阜県学生バスケットボール秋季大会 
 

日時 12月 16日（土）会場 岐阜工業高等専門学校 
 

時間 Aコート 
 

10：00 
中部学院大 － 岐阜高専 

55 (25-22,30-16) 38 
久富和浩、奈良村五十志 

 
11：30 

 

中部学院大 － 岐阜薬大 
61 (26-32,28-22,7-9) 63 
中瀬和男、広瀬鮎美 

 
13：00 

 

中京学院大 － 岐阜大 
51 (28-41,23-53) 94 
相宮俊郎、平松浩司 

 
14：30 

 

岐阜薬大  － 岐阜高専 
62 (31-41,31-27) 68 
中瀬和男、粟原大典 

 
16：00 

 

岐阜大   － 中部学院大 
78 (43-33,35-24) 57 
相宮俊郎、広瀬鮎美 

 
 
日時 12月 17日（日）会場 岐阜大学 
 

時間 Aコート Bコート 
 

10：00 
聖徳学園大 － 岐阜大 

93 (36-46,57-44) 90 
松野瑞穂、境 圭介 

名城大   － 岐阜薬大 
70 (50-28,20-40) 68 
久富和浩、土屋智士 

 
11：30 

 

岐阜大   － 岐阜薬大 
84 (47-16,37-35) 51 
広瀬鮎美、中谷亜樹 

聖徳短大部 － 聖徳学園大 
46 (25-44,21-33) 77 
佐原朱美、溝口晶子 

 
13：00 

 

岐阜大   － 名城大 
75 (28-39,47-28) 67 
高橋浩路、奥田純子 

岐阜薬大  － 中京学院大 
20 - 0 

 
 

14：30 
 

岐阜高専  － 中日本航空 
65 (38-20,27-26) 46 
稲葉雄三、川島靖志 

聖徳学園大 － 岐阜大 
60 (33-33,27-26) 59 
森 久美世、中谷亜樹 

 
16：00 

 

岐阜薬大  － 岐阜女子大 
21 ( 9-26,12-34) 60 
境 圭介、芦原大典 

岐阜女子短大－ 聖徳短大部 
28 (11-31,17-24) 55 

佐原朱美、奈良村五十志 
 
 


