
 

2021 年度 愛知県 U18 バスケットボールリーグ戦（U18 ALL AICHI LEAGUE 2021） 

県リーグ編成表 

【男子】 

 

A リーグ B リーグ C リーグ D リーグ 

桜丘（東） 安城学園（西） 豊田大谷（西） 岡崎学園（西） 

清林館（尾） 名古屋（北） 愛産大工業（南） 千種（北） 

岡崎城西（西） 刈谷（西） 豊田工科（西） 愛産大三河（西） 

三好（西） 国府（東） 愛知黎明（尾） 誠信（尾） 

昭和（南） 横須賀（知） 豊丘（東） 同朋（南） 

知多翔洋（知） 向陽（南） 愛工大名電（北） 豊川（東） 

春日井南（北） 丹羽（尾） 名古屋 D（B） 旭丘（北） 

SH 三河（B） 三遠 NP（B）   

 

＊1 今年度各リーグ上位と下位のチームで 2022 年度の県一部 AB、二部 AB リーグへ振り分ける予定。 

 ＊2 2022 年度の結果をもって、2023 年度から県リーグと支部リーグの入れ替えができるように体制を整

えていく。 

 

【女子】 

 

a リーグ b リーグ c リーグ d リーグ 

名経大高蔵（南） 星城（南） 愛産大三河（西） 中部大第一（南） 

岩倉総合（尾） 千種（北） 名女大（南） 桜丘（東） 

名古屋西（北） 名古屋南（南） 愛知商業（北） 名古屋商業（北） 

熱田（南） 清林館（尾） 大府（知） 修文女子（尾） 

小牧（尾） 光ヶ丘女子（西） 愛知黎明（尾） 幸田（西） 

岡崎城西（西） 豊川（東） 豊田西（西）  

 

＊1 今年度各リーグ上位と下位のチームで 2022 年度の県一部 ab、二部 ab リーグへ振り分ける予定。 

 ＊2 2022 年度の結果をもって、2023 年度から県リーグと支部リーグの入れ替えができるように体制を整

えていく。 

 

 

 

 

 

 

 



 

2021 年度 愛知県 U18 バスケットボールリーグ戦（U18 ALL AICHI LEAGUE 2021） 

尾張支部リーグ編成表 

【男子】 

A リーグ B リーグ C リーグ D リーグ 

一宮工科 木曽川 津島 一宮南 

一宮西 一宮北 犬山南 岩倉総合 

西春 稲沢東 津島東 小牧 

愛西工科 愛知啓成 犬山 一宮興道 

一宮起工科 津島北 美和 佐屋 

小牧南 稲沢 尾北 江南 

誉    

【女子】 

W リーグ X リーグ Y リーグ Z リーグ 

津島 西春 津島北 新川 

滝 江南 丹羽 犬山南 

五条 一宮南 稲沢東 尾北 

誠信 小牧南 佐屋 愛知啓成 

一宮北 一宮西 津島東 犬山 

木曽川 一宮興道 一宮商業 古知野 

一宮 杏和 美和  

名古屋北支部リーグ編成表 

【男子】 

A リーグ B リーグ C リーグ D リーグ 

旭野 愛知総合工科 菊里 愛知 

菊華 栄徳 至学館 高蔵寺 

市立工芸 山田 守山 東邦 

名経大市邨 春日井東 春日井 CA 

春日井工科 中部大春日丘 春日井商業 名古屋西 

瀬戸 瀬戸西 瀬戸北総合 名大附属 

北 明和 名東 緑丘 

【女子】 

a リーグ b リーグ c リーグ d リーグ 

愛知 愛工大名電 愛知総合工科 愛知淑徳 

栄徳 椙山女学園 旭丘 旭野 

菊里 高蔵寺 菊華 山田 

名経大市邨 至学館 春日井商業 市立工芸 

守山 瀬戸北総合 春日井南 春日井 

春日井西 名大附属 東邦 瀬戸 

中部大春日丘 緑丘 明和 瀬戸西 

西陵 啓明学館 金城学院 北 



 

名古屋南支部リーグ編成表 

【男子】 

A リーグ B リーグ C リーグ D リーグ 

名古屋工業 豊明 日進 惟信 

日進西 天白 市立工業 愛み大瑞穂 

名城大附属 名古屋国際 瑞陵 名工専 

星城 桜台 鳴海 名経大高蔵 

享栄 松蔭 東郷 愛知朝鮮 

大同大大同 名古屋工科   

 

【女子】 

X リーグ Y リーグ Z リーグ 

桜台 大同大大同 享栄 

昭和 瑞陵 愛み大瑞穂 

日進西 名古屋国際 天白 

豊明 中川商業 東郷 

南陽 惟信 愛知朝鮮 

松蔭   

 

 

知多支部リーグ編成表 

【男子】 

A リーグ B リーグ 

東海南 常滑 

阿久比 東海商業 

東浦 半田農業 

日福大付 半田東 

半田商業 大府 

武豊 半田 

半田工科 大府東 

 

【女子】 

C リーグ D リーグ 

常滑 横須賀 

阿久比 東海南 

武豊 東浦 

知多翔洋 大府東 

日福大付 半田東 

半田 半田商業 

 



 

西三河支部リーグ編成表 

 

【男子】 

A リーグ B リーグ C リーグ D リーグ 

碧南 豊野 幸田 鶴城丘 

岡崎工科 刈谷北 西尾東 吉良 

豊田 科技高豊田 刈谷工科 西尾 

安城南 知立 高浜 豊田西 

衣台 岡崎 知立東 愛教附 

岡崎西 安城東 足助 豊田南 

岡崎北 杜若 安城農林 豊田北 

安城    

 

【女子】 

A リーグ B リーグ C リーグ D リーグ 

豊野 豊田東 岡崎商業 岡崎東 

杜若 吉良 豊田南 岡崎 

安城南 南山国際 安城東 刈谷北 

愛教附 西尾東 岡崎北 岡崎西 

高浜 知立東 知立 豊田 

安城 刈谷 豊田北 鶴城丘 

碧南 西尾 藤ノ花女子 豊橋商業 

小坂井    

 

東三河支部リーグ編成表 

 

【男子】 

A リーグ 

豊橋工科 

豊橋商業 

渥美農業 

小坂井 

蒲郡 

豊橋中央 

 

【女子】 

  ※東三河支部リーグ参加希望の三チームが、西三河支部リーグに参加。 


