
第94回関東大学バスケットボールリーグ戦3部
≪1次ステージ≫

山梨学院 関東学院 玉川 明治学院 文教 國學院 東京成徳 東京経済 学習院 帝京平成 桐蔭横浜 国際武道 勝 負 順位

山梨学院大学 ●67 ●85 ○73 ○94 ●58 ○87 ○80 ○76 ●68 ○95 ○81 7 4 5

関東学院大学 ○108 ○75 ●57 ○77 ○75 ○85 ○78 ○99 ○87 ○87 ●71 9 2 2

玉川大学 ○89 ●71 ○63 ○86 ○87 ●80 ○76 ○86 ○79 ○81 ●54 8 3 3

明治学院大学 ●65 ○64 ●61 ○82 ○89 ○67 ○76 ○85 ○65 ○79 ○62 9 2 1

文教大学 ●67 ●71 ●64 ●60 ●58 ●78 ●80 ○74 ●60 ●68 ●55 1 10 11

國學院大學 ○74 ●71 ●85 ●64 ○65 ●74 ●67 ○111 ●76 ○97 ○82 5 6 8

東京成徳大学 ●83 ●71 ○93 ●62 ○104 ○82 ○98 ○99 ●88 ○85 ○55 7 4 6

東京経済大学 ●72 ●65 ●73 ●70 ○83 ○90 ●79 ○97 ●51 ○83 ○81 5 6 8

学習院大学 ●60 ●65 ●64 ●53 ●54 ●68 ●81 ●83 ○76 ●51 ●61 1 10 12

帝京平成大学 ○76 ●80 ●65 ●51 ○84 ○83 ○95 ○64 ●63 ○86 ○77 7 4 4

桐蔭横浜大学 ●78 ●71 ●78 ●71 ○71 ●76 ●67 ●82 ○62 ●73 ●55 2 9 10

国際武道大学 ●63 ○77 ○65 ●50 ○86 ●70 ●54 ●66 ○75 ●68 ○88 5 6 9

≪2次ステージ　上位リーグ≫

明治学院 関東学院 玉川 帝京平成 山梨学院 東京成徳 勝 負 順位

明治学院大学 ●70 ○82 ●65 ○48 ●50 11 5 3

関東学院大学 ○79 ○75 ○87 ●75 ●64 12 4 1

玉川大学 ●71 ●61 ○68 ●77 ●83 9 7 5

帝京平成大学 ○69 ●82 ●53 ●68 ●69 8 8 6

山梨学院大学 ●46 ○100 ○84 ○89 ○80 11 5 2

東京成徳大学 ○82 ○73 ○89 ○75 ●76 11 5 4

≪2次ステージ　下位リーグ≫

東京経済 国際武道 國學院 桐蔭横浜 文教 学習院 勝 負 順位

東京経済大学 ●53 ○62 ●73 ○99 ○97 8 8 8

国際武道大学 ○77 ●56 ○93 ○92 ○87 9 7 7

國學院大學 ●51 ○72 ●78 ○64 ○100 8 8 9

桐蔭横浜大学 ○80 ●92 ○80 ○90 ●64 5 11 10

文教大学 ●78 ●67 ●60 ●72 ○74 2 14 11

学習院大学 ●54 ●69 ●73 ○70 ●69 2 14 12


