
男子
a 愛工大名電 春日井東 春日井工業 勝点 b 千種 至学館 菊華 瀬戸西 勝点

愛工大名電 ○88-32 ○63-49 9 1位 千種 ○68-24 ○75-37 ○70-52 9 1位

春日井東 ●32-88 ●36-82 3 4位 至学館 ●24-68 ○80-35 ○60-52 7 2位

春日井工業 ●49-63 ○82-36 7 2位 菊華 ●37-75 ●35-80 ●47-58 3 4位

市邨 ●21-83 ○45-37 ●55-83 5 3位 瀬戸西 ●52-70 ●52-60 ○58-47 5 3位

c 名古屋 山田 春日井南 勝点 d 東海 瀬戸窯業 旭丘 愛知商業 勝点

名古屋 ○102-12 ○64-59 9 1位 東海 ○65-34 ○69-41 ○58-18 9 1位

山田 ●12-102 ●27-79 3 4位 瀬戸窯業 ●34-65 ●38-51 ○37-26 5 3位

春日井南 ●59-64 ○79-27 7 2位 旭丘 ●41-69 ○51-38 ○42-23 7 2位

東邦 ●38-75 ○115-21 ●43-57 5 3位 愛知商業 ●18-58 ●26-37 ●23-42 3 4位

e 高蔵寺 春日井 春日井西 勝点 f 菊里 明和 長久手 名大附 勝点

高蔵寺 △48-48 ○80-31 8 1位 菊里 ○64-52 ○65-37 ○20-0 9 1位

春日井 △48-48 ○53-39 8 2位 明和 ●52-64 ○56-50 ○20-0 7 2位

春日井西 ●31-80 ●39-53 3 4位 長久手 ●37-65 ●50-56 ○68-21 5 3位

名古屋西 ●37-73 ●39-49 ○53-52 5 3位 名大附 ●0-20 ●0-20 ●21-68 1 4位

※1位、2位は全試合のｺﾞｰﾙｱﾍﾞﾚｰｼﾞ(得点÷失点)による

g 愛知 栄徳 旭野 勝点 h 中部大春日丘 春日井商業 緑丘 瀬戸 勝点

愛知 ○62-39 ○69-49 9 1位 中部大春日丘 ○55-41 ○44-43 ○41-38 9 1位

栄徳 ●39-62 ○47-46 7 2位 春日井商業 ●41-55 ●30-36 ○46-37 5 3位

旭野 ●49-69 ●46-47 5 3位 緑丘 ●43-44 〇36-30 ○72-52 7 2位

守山 ●18-83 ●33-49 ●28-57 3 4位 瀬戸 ●38-41 ●37-46 ●52-72 3 4位

i 北 名古屋商業 市工芸 勝点

北 ○86-31 ○50-33 6 1位

名古屋商業 ●31-86 ●25-67 2 3位 (i1位)×(j1位)　北 37-52 総合工科

市工芸 ●50-33 ○67-25 4 2位

(i2位)×(j2位)　市工芸 54-52 瀬戸北総合

j 総合工科 瀬戸北総合 名東 勝点 (i3位)×(j3位)　名古屋商業 27-76 名東

総合工科 ○50-32 ○67-29 6 1位

瀬戸北総合 ●32-50 ○62-41 4 2位

名東 ●29-67 ●41-62 2 3位
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市邨

○83-21

●37-45
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女子
A 千種 春日井商業 菊華 勝点 B 愛知商業 栄徳 愛知 愛知淑徳 勝点

千種 ○73-49 ○58-39 9 1位 愛知商業 ○75-21 ○60-38 ○62-21 9 1位

春日井商業 ●49-73 ●49-55 5 3位 栄徳 ●21-75 ●31-34 ○78-50 5 3位

菊華 ●39-58 ○55-49 7 2位 愛知 ●38-60 ○34-31 ○62-34 7 2位

瀬戸北総合 ●26-77 ●34-54 ●44-75 3 4位 愛知淑徳 ●21-62 ●50-78 ●34-62 3 4位

C 緑丘 中部大春日丘 長久手 勝点 D 名古屋西 菊里 春日井西 春日井東 勝点

緑丘 ○63-46 ○82-45 9 1位 名古屋西 ○43-40 ○31-28 ○20-0 9 1位

中部大春日丘 ●46-63 △37-37 6 2位 菊里 ●40-43 ●49-52 ○20-0 5 3位

長久手 ●45-82 △37-37 6 3位 春日井西 ●28-31 ○52-49 ○20-0 7 2位

聖霊 ●27-62 ●28-50 ●28-56 3 4位 春日井東 ●0-20 ●0-20 ●0-20 0 4位

※2位、3位は全試合のｺﾞｰﾙｱﾍﾞﾚｰｼﾞ(得点÷失点)による

E 名東 愛工大名電 明和 勝点 F 東邦 瀬戸窯業 名古屋商業 瀬戸 勝点

名東 ○68-50 ●35-52 7 2位 東邦 ○20-0 ●28-54 ○31-25 7 2位

愛工大名電 ●50-68 ○58-32 7 1位 瀬戸窯業 ●0-20 ●0-20 ●0-20 0 4位

明和 ○52-35 ●32-58 7 3位 名古屋商業 ○54-28 ○20-0 ○61-37 9 1位

啓明学館 ●43-85 ●32-67 ●19-42 3 4位 瀬戸 ●25-31 ○20-0 ●37-61 5 3位

※1位、2位、3位は該当3ﾁｰﾑの試合のｺﾞｰﾙｱﾍﾞﾚｰｼﾞ(得点÷失点)による

G 北 守山 市邨 勝点 H 春日井南 山田 旭野 聖ｶﾋﾟﾀﾆｵ 勝点

北 ○91-20 ○48-34 7 2位 春日井南 ●41-48 ●30-55 ○52-47 5 3位

守山 ●20-91 ●17-38 3 4位 山田 ○48-41 ●28-43 ○54-33 7 2位

市邨 ●34-48 ○38-17 5 3位 旭野 ○55-30 ○43-28 ○43-27 9 1位

市工芸 ○41-26 ○72-21 ○42-25 9 1位 聖ｶﾋﾟﾀﾆｵ ●47-52 ●33-54 ●27-43 3 4位

I 春日井 至学館 西陵 勝点

春日井 ●34-66 ○43-36 5 3位

至学館 ○66-34 ○64-31 9 1位

西陵 ●36-43 ●31-64 5 2位

総合工科 ○45-43 ●17-78 ●23-52 5 4位

※2位、3位、4位は該当3ﾁｰﾑの試合のｺﾞｰﾙｱﾍﾞﾚｰｼﾞ(得点÷失点)による

J 椙山 旭丘 瀬戸西 勝点

椙山 ●34-52 ●16-74 2 3位

旭丘 ○52-34 ●33-55 4 2位 (J1位)×(K1位)　瀬戸西 46-42 高蔵寺

瀬戸西 ○74-16 ○55-33 6 1位

(J2位)×(K2位)　旭丘 58-36 名大附

K 高蔵寺 名大附 金城学院 勝点 (J3位)×(K3位)　椙山 20-0 金城学院

高蔵寺 ○59-21 ○20-0 6 1位

名大附 ●21-59 ○20-0 4 2位

金城学院 ●0-20 ●0-20 0 3位

総合工科
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瀬戸北総合

○77-26


