
平成１４年度学生選手権大会

岐阜大 中部学院大 岐阜聖徳大 朝日大 岐阜経済大 名城大 岐大医学部 岐阜医療短 勝敗 順位

岐阜大 ○　91 ○ 106 ○ 110 ○ 114 ○ 123 ○　94 ○ 138 ７勝 １位
中部学院大 ●　85 ○  86 ○  86 ○  98 ○ 108 ○　96 ○  91 ６勝１敗 ２位
岐阜聖徳大 ●　66 ●　63 ○  75 ●　75 ○ 100 ○ 103 ○ 104 ４勝３敗 ３位
朝日大 ●  68 ●　77 ●　64 ○ 111 ○ 107 ○  84 ○　85 ４勝３敗 ４位

岐阜経済大 ●　79 ●  86 ○　83 ● 104 ○ 174 ○　84 ●　81 ３勝４敗 ５位
名城大 ●  79 ●　67 ●  83 ●　81 ●　56 ●　76 ●  84 ７敗 ８位

岐大医学部 ●　81 ●　65 ●　90 ●　78 ●  80 ○　83 ○　72 ２勝５敗 ６位
岐阜医療短 ●　55 ●　53 ●　62 ●　81 ○　83 ○ 131 ●　69 ２勝５敗 ７位

岐阜高専 中京学院大 高山短大 岐阜薬大 中日本航空 朝日歯学部 聖徳短大 勝敗 順位

岐阜高専 ○　79 ○　76 ●　40 ○ 146 ●  60 ○　68 ４勝２敗 ３位
中京学院大 ●　53 ○　71 ●　60 ○ 111 ●　59 ○ 109 ３勝３敗 ４位
高山短大 ●　51 ●　52 ●　63 ○ 139 ●　44 ○　93 ２勝４敗 ５位
岐阜薬大 ○  51 ○　66 ○　66 ○　95 ●　56 ○　71 ５勝１敗 ２位
中日本航空 ●　19 ●　23 ●　39 ●　47 ●　45 ●　64 ６敗 ７位
朝日歯学部 ○  65 ○　74 ○　84 ○　59 ○ 112 ○　72 ６勝 １位
聖徳短大 ●　49 ●　45 ●　65 ●　42 ○　81 ●　57 １勝５敗 ６位

岐阜大 岐阜聖徳大 中部学院大 大垣女短 岐阜医療短 岐阜薬大 勝敗 順位
岐阜大 ○ 85 ●  53 ○ 110 ○ 133 ○ 112 ４勝１敗 ２位

岐阜聖徳大 ●　66 ●　76 ○ 103 ○ 129 ○  88 ３勝２敗 ３位
中部学院大 ○  83 ○ 103 ○ 139 ○ 169 ○ 117 ５勝 １位
大垣女短 ●　29 ●　42 ●　35 ○　85 ●　61 １勝４敗 ５位
岐阜医療短 ●　19 ●　24 ●　31 ●　25 ●　41 ５敗 ６位
岐阜薬大 ●　41 ●　60 ●　69 ○　63 ○　72 ２勝３敗 ４位

岐阜女子大 聖徳短大 岐大医学部 岐阜高専 岐女短大 勝敗 順位
岐阜女子大 ○  70 ○  75 ●　36 ○　81 ３勝１敗 ２位
聖徳短大 ●  41 ○　68 ●　45 ○　20 ２勝２敗 ３位
岐大医学部 ●　33 ●　35 ●  38 ○　70 １勝３敗 4位
岐阜高専 ○  53 ○　58 ○  51 ○　68 ４勝 １位
岐女短大 ●　47 ●　 0 ●　46 ●  30 ４敗 ５位
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