
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：加納　カ　リーグ

試合

第１試合 加納 47 × 50 大垣工Ｂ

第２試合 鶯谷 66 × 37 郡上北

第３試合 大垣工Ｂ 51 × 44 鶯谷

第４試合 郡上北 37 × 57 加納

会場：池田　あ　リーグ 会場：羽島北　う　リーグ

試合 試合

第１試合 池田 41 × 78 可児 第１試合 羽島北 56 × 36 大垣南

第２試合 中津 31 × 96 富田 第２試合 大垣南 32 × 85 郡上

第３試合 可児 72 × 33 中津 第３試合 郡上 43 × 53 羽島北

第４試合 富田 80 × 43 池田

会場：関　　コ・か　リーグ

試合

第１試合 関 85 × 15 多治見工 関 37 × 45 大垣桜

第２試合 可児 76 × 38 斐太 大垣桜 24 × 94 高山西

第３試合 多治見工 34 × 94 可児 高山西 73 × 22 関

第４試合 斐太 40 × 52 関

会場：関商工　サ・お　リーグ

試合

第１試合 関商工 75 × 61 岐阜第一 関商工 23 × 53 恵那農

第２試合 中津 50 × 69 益田清風 岐阜城北 49 × 42 大垣北

第３試合 岐阜第一 48 × 51 中津 恵那農 43 × 39 岐阜城北

第４試合 益田清風 57 × 51 関商工 大垣北 42 × 70 関商工

会場：加茂農林　ケ・い　リーグ

試合

第１試合 加茂農林 36 × 36 岐阜東 加茂農林 63 × 35 鶯谷

第２試合 岐阜東 37 × 74 恵那農 鶯谷 49 × 32 大垣西

第３試合 加茂農林 38 × 60 恵那農 大垣西 24 × 100 加茂農林

会場：山県　キ・シ　リーグ

試合

第１試合 山県 35 × 66 武義 土岐商 53 × 64 岐阜工

第２試合 大垣北 37 × 89 郡上Ｂ 岐阜工 34 × 53 長良

第３試合 武義 65 × 45 大垣北 長良 68 × 65 土岐商

第４試合 郡上Ｂ 47 × 56 山県 ×

会場：岐阜総合　ア　リーグ

試合

第１試合 岐阜総合 56 × 42 大垣東

第２試合 可児工Ａ 47 × 65 高山西 大垣南 40 × 86 可児工Ｃ

第３試合 大垣東 51 × 63 可児工Ａ 可児工Ｃ 82 × 44 郡上Ａ

第４試合 高山西 57 × 54 岐阜総合 郡上Ａ 52 × 64 大垣南
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【１２月１３日結果】

対　戦

対　戦

対　戦

対　戦 対　戦

Ａコート

対　戦

Ａコート Ｂコート

対　戦

Ｂコート

対　戦

Ｂコート

Ｂコートは11：30体育館入場可
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