
令和２年度　岐阜県高等学校バスケットボールリーグ戦

会場：多治見工業　Ｂリーグ 会場：大垣養老　Ｃリーグ

試合 試合

第１試合 多治見工 46 × 42 岐阜聖徳 第１試合 郡上Ｂ 55 × 48 岐阜東

第２試合 岐阜聖徳 39 × 56 加茂(定) 第２試合 岐阜東 44 × 38 大垣養老

第３試合 加茂(定) 52 × 46 多治見工 第３試合 大垣養老 60 × 41 郡上B

会場：山県　Ｐリーグ 会場：岐阜清流特別支援　Ｎリーグ

試合 試合

第１試合 山県 49 × 88 関 第１試合 岐阜清流 × 郡上北

第２試合 関 46 × 63 中津川工 第２試合 郡上北 × 海津明誠

第３試合 中津川工 74 × 32 山県 第３試合 海津明誠 × 岐阜清流

会場：岐阜総合　ｂリーグ 会場：長良　ｃリーグ

試合 試合

第１試合 岐阜総合 77 × 47 加茂農林 第１試合 長良 × 関

第２試合 加茂農林 31 × 65 高山西 第２試合 関 × 恵那農

第３試合 高山西 64 × 41 岐阜総合 第３試合 恵那農 × 長良

会場：岐阜聖徳　ｄリーグ 会場：池田　eリーグ

試合 試合

第１試合 岐阜聖徳 × 大垣西 第１試合 池田 63 × 68 岐阜北

第２試合 岐阜東 × 可児 第２試合 岐阜北 88 × 22 武義

第３試合 可児 × 岐阜聖徳 第３試合 武義 22 × 86 池田

第４試合 大垣西 × 岐阜東

会場：郡上北　ｇリーグ

試合

第１試合 郡上北 19 × 55 羽島北

第２試合 羽島北 58 × 44 中津

第３試合 中津 53 × 31 郡上北

対　戦 対　戦

対　戦

対　戦 対　戦

【１２月１２日結果】
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会場：岐南工業　Ｄ・Ｅリーグ

試合

第１試合 岐南工 88 × 61 加茂 各務原西 27 × 44 大垣西

第２試合 岐阜工 57 × 66 大垣南 県岐阜商 62 × 31 飛騨高山

第３試合 加茂 79 × 45 岐阜工 大垣西 37 × 67 県岐阜商

第４試合 大垣南 48 × 48 岐南工

会場：東濃高校　Ｆ・Ｇリーグ

試合

第１試合 東濃 49 × 68 中津 可児 91 × 61 岐阜第一

第２試合 中津 47 × 57 可児 岐阜第一 62 × 54 加茂農林

第３試合 東濃 46 × 76 加茂農林

会場：関商工　Ｍ・ｈリーグ

試合

第１試合 関商工 54 × 48 斐太 関商工 80 × 20 大垣南

第２試合 長良 56 × 49 大垣北 大垣南 31 × 82 斐太

第３試合 斐太 29 × 59 長良 斐太 43 × 54 関商工

第４試合 大垣北 50 × 57 関商工

会場：岐阜城北高校　Ｊ・ａリーグ

試合

第１試合 岐阜城北 56 × 80 郡上Ａ 岐阜城北 58 × 40 大垣桜

第２試合 郡上Ａ 76 × 58 恵那農 各務原西 42 × 44 多治見北

第３試合 恵那農 80 × 49 岐阜城北 多治見北 41 × 54 岐阜城北

第４試合 大垣桜 47 × 56 各務原西

会場：中津商業　Ｑ・jリーグ

試合

第１試合 中津商 53 × 46 武義 中津商 53 × 76 富田

第２試合 武義 52 × 76 益田清風 富田 69 × 46 大垣東

第３試合 益田清風 88 × 56 中津商 大垣東 54 × 44 中津商
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