
 

 

平成 12年度岐阜県学生バスケットボール選手権大会 
 
日時 5月 20日（土） 会場 岐阜高専       日時 5月 21日（日） 会場 岐阜高専 
時間 Aコート 

 
14：00 

岐阜高専 － 岐阜薬大 
64（23-15,41-33）48 
粟原大典、広瀬鮎美 

 
15：30 

 

岐阜高専 － 岐阜薬大 
76（40-20,36-24）44 
粟原大典、森 久実世 

 
 
日時 5月 27日（土） 会場 岐阜高専 

時間 Aコート 
 

10：00 
岐医技短 － 中日本航空 

71（36-26,35-14）40 
久富和浩、粟原大典 

 
11：30 

 

岐阜大 － 岐阜薬大 
75（35-13,40-36）49 

杉山美穂子、島澤 司 
 

13：00 
 

中日本航空 － 岐阜高専 
53（28-47,25-47）94 

粟原大典、大野 真 
 

14：30 
 

岐阜薬大 － 聖徳女短 
51（18-27,33-23）50 

杉山美穂子、広瀬鮎美 
 

16：00 
 

岐阜高専 － 岐阜大 
56（28-37,28-30）67 

粟原大典、森 久実世 
 
日時 5月 28日（日）会場 岐阜大学 
 

時間 Aコート Bコート 
 

11：00 
聖徳女短 － 岐阜大 
26（15-54,11-54）108 
仲間 健、広瀬鮎美 

中部学院大 － 岐医技短 
72（34-29,38-30）59 
粟原大典，聖徳大帯同 

 
12：30 

 

岐阜高専 － 岐阜大医学部 
46（25-40,21-32）72 
杉山美穂子，荒井強平 

岐阜大 － 聖徳学園大 
61（34-34,27-39）73 
内藤廣重，島澤 司 

 
14：00 

 

岐阜大 － 大垣女短 
70（41-27,29-41）68 
仲間 健、杉山晴士 

中京学院大 － 名城大 
82（39-35,43-30）65 
粟原大典，伊藤清貴 

 
15：30 

 

中部学院大 － 岐阜高専 
73（31-29,42-27）56 
成瀬正彦，広瀬鮎美 

岐阜大医学部 － 岐阜経済大 
70（38-30,32-43）73 
内藤廣重，中京学帯同 

 
17：00 

 

大垣女短 － 岐阜女子大 
106（52-14,54-26）40 
森 久実世、島澤 司 

岐阜薬大 － 中京学院大 
70（34-34,36-45）79 
粟原大典，杉山美穂子 

 
 

時間 Aコート 
 

14：00 
中部学院大 － 岐阜大医学部 

58（28-41,30-34）75 
内藤廣重、仲間 健 

 
15：30 

 

岐阜高専 － 名城大 
83（49-25,34-36）61 
篠田 啓、杉山晴士 



 

 

日時 6月 4日（日） 会場 岐阜経済大学 
 

時間 Aコート Bコート 
 

10：00 
東海女短 － 岐医技短 

52（26-33,26-27）60 
古山雅彦、広瀬鮎美 

 
 
 

 
11：30 

 

高山短大 － 岐医技短 
61（31-21,30-32）53 
小池匡弥、土屋智士 

中部学院大 － 岐阜薬大 
84（44-33,40-25）58 
粟原大典、森 啓量 

 
13：00 

 

中日本航空 － 聖徳学園大 
26（21-46,5-64）110 
仲間 健、杉山晴士 

岐阜大医学部 － 朝日大 
76（38-38,38-42）80 
古山雅彦、安藤 聡 

 
14：30 

 

岐阜経済大 － 高山短大 
80（39-29,41-33）62 
土屋武司、粟原大典 

 
 
 

 
16：00 

 

朝日大 － 中京学院大 
94（55-26,39-36）62 
安藤 聡、仲間 健 

岐阜薬大 － 中日本航空 
58（31-43,27-17）60 
三宅浩平,土屋智士 

 
日時 6月 11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 － 聖徳学園大 

73（37-25,36-27）52 
古山雅彦、土屋智士 

朝日大 － 名城大 
79（43-28,36-41）69 
久富和浩、小池匡弥 

 
11：30 

 

中部学院大 － 中日本航空 
67（34-28,33-20）48 
古山雅彦、三宅浩平 

岐阜大 － 聖徳学園大 
80（40-21,40-26）47 
粟原大典、広瀬鮎美 

 
13：00 

 

名城大 － 岐阜経済大 
73（26-52,47-40）92 
小泉純子、三宅浩平 

聖徳学園大 － 朝日大 
66（37-35,29-36）71 
粟原大典、島澤 司 

 
14：30 

 

中京学院大 － 中部学院大 
60（34-39,26-14）53 
小池匡弥、土屋智士 

岐阜女子大 － 岐阜大 
25（14-40,11-27）67 
篠田 啓、広瀬鮎美 

 
16：00 

 

岐阜大 － 岐阜大医学部 
77（34-43,43-31）74 
土屋智士，島澤 司 

 

 



 

 

 
日時 6月 18日（日） 会場 岐阜大学 
 

時間 Aコート Bコート 
 

11：00 
高山短大 － 中部学院大 
55（22-56,33-48）104 
相宮俊郎、山本政信 

岐阜大 － 岐阜経済大 
80（46-25,34-43）68 
川島哲生、稲葉雄三 

 
12：30 

 

聖徳学園大 － 聖徳女短 
64（35-18,29-24）42 
土屋智士、式部舞子 

岐阜大 － 東海女短 
68（42-17,26-12）29 
篠田 啓、奥田順子 

 
14：00 

 

中日本航空 － 高山短大 
53（27-16,26-29）45 
成瀬正彦、杉山美穂子 

朝日大 － 岐阜大 
58（23-42,35-43）85 
相宮俊郎、境 圭介 

 
15：30 

 

岐阜女子大 － 聖徳学園大 
59（21-39,38-17）56 
奥田順子、島澤 司 

東海女短 － 中部学院大 
92（43-30,49-18）48 
土屋智士、広瀬鮎美 

 
日時 6月 24日（土） 会場 岐阜高専 
 

時間 Aコート 
 

 9：30 
岐阜高専 － 岐医技短 

73（33-24,40-36）60 
久富和浩、國井 誠 

 
11：00 

 

岐阜高専 － 岐医技短 
39（24-17,15-17）34 
土屋智士、大野 真 

 
日時 6月 25日（日） 会場 大垣女子短期大学 
 

時間 Aコート Bコート 
 

 9：30 
朝日大 － 岐医技短 

51（27-43,24-25）68 
仲間 健、石谷恵子 

 
 
 

 
11：00 

 

岐医技短 － 中部学院大 
52（27-32,25-19）51 
成瀬正彦、広瀬鮎美 

大垣女短 － 東海女短 
62（32-34,30-32）66 
奥田順子、稲葉雄三 

 
12：30 

 

岐阜高専 － 聖徳学園大 
50（25-35,25-28）63 
高垣 誠、仲間 健 

名城大 － 岐阜大 
47（21-49,26-46）95 
土屋智士、内藤廣重 

 
14：00 

 

岐阜大 － 岐医技短 
128（56-15,72-22）37 
土屋智士、広瀬鮎美 

中部学院大 － 大垣女短 
49（18-32,31-33）65 
成瀬正彦、粟原大典 

 
15：30 

 

中京学院大 － 岐阜高専 
54（24-25,30-20）45 
土屋武司、高垣 誠 

聖徳学園大 － 名城大 
87（50-31,37-39）70 
奥田順子、島澤 司 

 



 

 

 
日時 7月 1日（土） 会場 岐阜高専 
 

時間 Aコート 
 

 9：30 
岐医技短 － 岐阜薬大 

39（22-26,17-48）74 
國井 誠、粟原大典 

 
11：00 

 

岐医技短 － 岐阜薬大 
70（31-17,39-26）43 
中瀬和男、土屋智士 

 
12：30 

 

大垣女短 － 聖徳学園大 
55（18-29,37-27）56 
相宮俊郎、広瀬鮎美 

 
14：00 

 

岐阜高専 － 聖徳女短 
21（7-38,14-54）92 
中瀬和男、大野 真 

 
15：30 

 

岐阜高専 － 岐阜経済大 
77（32-28,45-32）60 
相宮俊郎、粟原大典 

 
日時 7月 2日（日） 会場 岐阜経済大学 
 

時間 Aコート Bコート 
 

 9：00 
聖徳学園大 － 岐医技短 

55（26-20,29-14）34 
土屋智士、広瀬鮎美 

岐阜高専 － 朝日大 
81（31-29,32-34,18-6）69 
古山雅彦、境 圭介 

 
10：30 

 

名城大 － 岐医技短 
53（23-35,30-29）64 
安藤 正、木股正徳 

岐阜薬大 － 東海女短 
42（19-28,23-24）52 
土屋智士、成瀬正彦 

 
12：00 

 

高山短大 － 岐阜高専 
92（37-38,37-36,18-9）83 
仲間 健、三宅浩平 

聖徳学園大 － 岐阜大医学部 
73（31-39,42-36）75 
松野瑞穂、小池匡弥 

 
13：30 

 

東海女短 － 聖徳学園大 
44（29-42,15-34）76 
木股正徳、境 圭介 

朝日大 － 岐阜経済大 
89（41-35,48-31）66 
土屋武司、棚橋英一 

 
15：00 

 

岐阜薬大 － 高山短大 
59（25-33,34-38）71 
篠田 啓、成瀬正彦 

岐阜大医学部 － 名城大 
70（27-41,43-51）92 
内藤廣重、相宮俊郎 

 
16：30 

 

大垣女短 － 聖徳女短 
76（51-20,25-34）54 
森 久実世、広瀬鮎美 

岐阜経済大 － 中京学院大 
77（31-43,46-44）87 
高木記和、粟原大典 

 
 


