
寝屋川 市岡 市立東 枚方 勝敗 順位 長尾 市立南 桜宮 門真なみはや 勝敗 順位
寝屋川 ○57-30 ○50-34 ○56-41 3勝 １位 長尾 ○41-38 ○48-36 2勝 1位
市岡 ●30-57 ●36-37 ●33-38 3敗 ４位 市立南 ※
市立東 ●34-50 ○37-36 ●36-47 1勝2敗 ３位 桜宮 ●38-41 ○76-24 1勝1敗 2位 ※
枚方 ●41-56 ○38-33 ○47-36 2勝1敗 ２位 門真なみはや ●36-48 ●24-76 2敗 3位

旭 交野 野崎 北かわち皐が丘 勝敗 順位 門真西 大正白稜 芦間 府立大高専 勝敗 順位
旭 ○49-38 ○61-18 ○71-22 3勝 1位 門真西 ●51-64 ●37-48 ●33-37 3敗 4位
交野 ●38-49 ○56-35 ●44-48 1勝2敗 3位 大正白稜 ○64-51 ●35-43 ●26-61 1勝2敗 3位
野崎 ●61-18 ●35-56 ●29-42 3敗 4位 芦間 ○48-37 ○43-35 ●39-45 2勝1敗 2位

北かわち皐が丘 ●22-71 ○48-44 ○42-29 2勝1敗 2位 府立大高専 ○37-33 ○61-26 ○45-39 3勝 1位

香里丘 大阪市立 緑風冠 淀川工科 勝敗 順位 守口東 港 咲くやこの花 西寝屋川 勝敗 順位
香里丘 ○55-33 ○36-34 ○68-26 3勝 1位 守口東 ○58-33 ●48-49 ○48-46 2勝1敗 1位 △
大阪市立 ●33-55 ○35-32 ○55-28 2勝1敗 2位 港 ●33-58 ○35-34 ●35-63 1勝2敗 4位
緑風冠 ●34-36 ●32-35 ○56-37 1勝2敗 ３位 咲くやこの花 ○49-48 ●34-35 ●21-59 1勝2敗 3位
淀川工科 ●26-68 ●28-55 ●37-56 3敗 ４位 西寝屋川 ●46-48 ○63-35 ○59-21 2勝1敗 2位 △

四条畷 汎愛 枚方津田 牧野 勝敗 順位 大手前 市立西 城東工科 都島工業 勝敗 順位
四条畷 ●41-46 ○42-30 ●24-51 1勝2敗 3位 大手前 ●44-54 ●44-55●32-67 3敗 4位
汎愛 ○46-41 ○54-33 ●34-54 2勝1敗 2位 ※ 市立西 ○54-44 ●37-59●29-56 1勝2敗 2位 ※

枚方津田 ●30-42 ●33-54 ●42-64 3敗 4位 城東工科 ○55-44 ○59-37 ●29-58 2勝1敗 3位
牧野 ○51-24 ○54-３４ ○64-42 3勝 1位 都島工業○67-32○59-26○58-29 3勝 1位 ※

・・・は２次リーグ出場校
※ ・・・は棄権
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寝屋川 旭 香里丘 牧野 勝敗 順位 枚方 北かわち皐が丘 大阪市立 四条畷 勝敗 順位
Ａ1位 寝屋川 ○34-23○52-37●24-28 2勝1敗 2位 ★ Ａ2位 枚方 ○70-34○50-39●38-39 2勝1敗 2位
Ｂ1位 旭 ●23-34 ○37-34●28-58 1勝2敗 3位 ▲ Ｂ2位 北かわち皐が丘●34-70 ●19-55●33-44 3敗 4位
Ｃ1位 香里丘 ●37-52●34-37 ○33-25 1勝2敗 4位 ▲ Ｃ2位 大阪市立●39-50○55-19 ●30-34 1勝2敗 3位
Ｄ1位 牧野 ○28-24○58-28●25-33 2勝1敗 1位 ★ Ｄ2位 四条畷 ○39-38○44-33○34-30 3勝 1位

長尾 府立大高専 守口東 城東工科 勝敗 順位 門真なみはや 芦間 西寝屋川 大手前 勝敗 順位
Ｅ1位 長尾 ○52-35○54-44○45-42 3勝 1位 Ｅ2位 門真なみはや ●31-41●28-53●37-54 3敗 4位
Ｆ1位 府立大高専●49-64 ○59-48○56-36 2勝1敗 2位 Ｆ2位 芦間 ○41-31 ●48-49○47-42 2勝1敗 2位
Ｇ1位 守口東 ●44-54●48-59 ●49-64 3敗 4位 Ｇ2位 西寝屋川○28-53○49-48 ○76-39 3勝 1位
Ｈ1位 城東工科●42-45●36-56○64-49 1勝2敗 3位 Ｈ2位 大手前 ○54-37●42-47●39-76 1勝2敗 3位

★、▲

79 52 66 56

68 47 66 71

60 56 91 74

58 51 76 78

２位

2次リーグ星取表

順位決定戦

9位～16位決定戦

16位

１３位

１４位

１１位

１２位

９位

１０位

北かわち皐が丘

大阪市立

枚方

４位

牧野 長尾 西寝屋川四条畷

１位

寝屋川 府立大高専 芦間

６位

３位

旭 城東工科 大手前

５位

香里丘 守口東 門真なみはや

８位

1位～8位決定戦

７位 15位

b

ｄ

・・・直接対決の勝敗で決定

a

ｃ

グループ１ グループ２


