
＜男子１部＞ 大阪社体 大阪医専 リゾスポ ハイテク 東洋医療 勝敗 GA 順位

大阪社会体育 ×74－83 ○121-69 ○100-77 ×76－77 ２勝２敗 1.21 1

大阪医専 ○83－74 ×67－78 ×70－78 ○88－53 ２勝２敗 1.09 2

リゾート＆スポーツ ×69－121 ○78－67 ×70－74 ○90－57 ２勝２敗 0.96 3

ハイテクノロジー ×77－100 ○78－70 ○74－70 ×65－71 ２勝２敗 0.95 4

東洋医療 ○77－76 ×53－88 ×57－90 ○71－65 ２勝２敗 0.81 5

＜男子２部＞ 修成建設 ビジカレ 大阪法律 日産京都 履正社 勝敗 GA 順位

修成建設 ×46－62 ×62－85 ×68－124 ×44－132 ０勝４敗 　 5

ビジネスカレッジ ○62－46 ×63－88 ○73－55 ×67－102 ２勝２敗 0.95 3

大阪法律 ○85－62 ○88－63 　　 ×77－115 ２勝２敗 1.14 2

日産京都 ○124-68 ×55－73 　 ×79－133 ２勝２敗 0.91 4

履正社医療 ○132-44 ○102-67 ○115-77 ○133-79 ４勝０敗 　 1

＜男子３部＞ 大阪医療 神戸三田 京都医健 大阪IT キャット 勝敗 順位

大阪医療技術 ×24－139 ×56－156 ○69－65 ○80－32 ２勝２敗 3

神戸医療三田 ○139-24 ×61－78 ○150-67 ○209-23 ３勝１敗 2

京都医健 ○156-56 ○78－61 ○139-48 ○170-31 ４勝０敗 1

大阪IT会計 ×65－69 ×67－150 ×48－139 ○104-70 １勝３敗 4

キャットミュージックカレッジ ×32－80 ×23－209 ×31－170 ×70－104 ０勝４敗 5

＜男子４部＞ 保健福祉 工業技術 IT＋法律 大原(京都） 神戸YMCA 勝敗 順位

大阪保健福祉 ×0－20 ×0－20 ×0－20 ×0－20 ０勝４敗 5

大阪工業技術 ○20－0 ○115-37 ○81－52 ○96－40 ４勝０敗 1

大阪IT+法律(天王寺） ○20－0 ×37－115 ×80－97 ×57－65 １勝３敗 4

大原簿記(京都校） ○20－0 ×52－81 ○97－80 ○69－67 ３勝１敗 2

神戸YMCA ○20－0 ×40－96 ○65－57 ×67－69 ２勝２敗 3

＜男子５部＞ 大阪動物 大原(梅田） 大原(神戸） 大原(難波） 勝敗 順位

大阪動物 ○80－51 ×35－100 ×23－118 １勝２敗 3

大原簿記（梅田校） ×51－80 　 ×51－77 ○81－62 １勝２敗 4

大原簿記（神戸校） ○100-35 ○77－51 ○59－45 ３勝０敗 1

大原簿記（難波校） ○118-23 ×62－81 ×45－59 ２勝１敗 2

＜女子１部＞ 大阪社体 ハイテク リゾスポ 保健福祉 東洋医療 勝敗 順位

大阪社会体育 ○73－49 ×65－67 ○20－0 ○93－31 ３勝１敗 2

ハイテクノロジー ×49－73 ×47－101 ○20－0 ○51－46 ２勝２敗 3

リゾート＆スポーツ ○67－65 ○101-47 ○20－0 ○84－31 ４勝０敗 1

大阪保健福祉 ×0－20 ×0－20 ×0－20  ×0－20 ０勝４敗 5

東洋医療 ×31－93 ×46－51 ×31－84 ○20－0 １勝３敗 4

＜女子２部＞ ビジカレ 京都医健 履正社 大阪YMCA 勝敗 順位

ビジネスカレッジ ×22－138 ×13－107 ×24－104 ０勝３敗 4

京都医健 ○138-22 ○95－63 ○92－74 ３勝０敗 1

履正社医療 ○107-13 ×63－95 ×66－71 １勝２敗 3

大阪YMCA ○104-24 ×74－92 ○71－66 ２勝１敗 2

＜女子３部＞ 大阪医専 大阪動物 大原(京都） 大原(神戸) 大原(難波） 勝敗 順位

大阪医専 ×38－63 ×0－20 ○77－31 ○69－20 ２勝２敗 3

大阪動物 ○63－38 ○81－61 ○78－33 ○109-22 ４勝０敗 1

大原簿記（京都校） ○20－0 ×61－81 ○92－24 ○103-37 ３勝１敗 2

大原簿記（神戸校） ×31－77 ×33－78 ×24－92 ○46－24 １勝３敗 4

大原簿記（難波校） ×20－69 ×22－109 ×37－103 ×24－46 ０勝４敗 5
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