
回 開催年 開催地 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 不参加 回 開催年 開催地 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 不参加

1 平成16 大阪市 京都市 横浜市 大阪市B 大阪市A 神戸市 名古屋市 1 平成16 大阪市 名古屋市 神戸市 大阪市A 横浜市 大阪市B 京都市

2 17 名古屋市 神戸市 横浜市 名古屋市B 京都市 大阪市 名古屋市A 2 17 名古屋市 神戸市 名古屋市A 大阪市 横浜市 京都市 名古屋市B

3 18 横浜市 神戸市 横浜市A 京都市 大阪市 名古屋市 横浜市B 3 18 横浜市 神戸市 大阪市 京都市 横浜市B 横浜市A 名古屋市

4 19 神戸市 大阪市 神戸市B 横浜市 神戸市A 京都市 名古屋市 4 19 神戸市 神戸市A 大阪市 横浜市 京都市 名古屋市 神戸市B

5 20 京都市 京都市 大阪市 横浜市 神戸市 名古屋市 5 20 京都市 神戸市 大阪市 横浜市 京都市 名古屋市

6 21 大阪市 大阪市B 大阪市A 京都市 横浜市 名古屋市 神戸市 6 21 大阪市 神戸市 大阪市A 名古屋市 京都市 横浜市 大阪市B

7 22 名古屋市 大阪市 京都市 神戸市 名古屋市B 名古屋市A 横浜市 7 22 名古屋市 神戸市 大阪市 京都市 名古屋市A 横浜市 名古屋市B

8 23 横浜市 横浜市A 神戸市 大阪市 京都市 横浜市B 名古屋市 8 23 横浜市 神戸市 大阪市 京都市 名古屋市 横浜市A 横浜市B

9 24 神戸市 大阪市 横浜市 京都市 神戸市A 神戸市B 名古屋市 9 24 神戸市 神戸市A 大阪市 神戸市B 横浜市 京都市 名古屋市

10 25 京都市 京都市B 神戸市 大阪市 横浜市 京都市A 名古屋市 10 25 京都市 大阪市 神戸市 名古屋市 横浜市 京都市A 京都市B

11 26 大阪市 大阪市B 神戸市 大阪市A 京都市 横浜市 名古屋市 11 26 大阪市 神戸市 大阪市A 名古屋市 京都市 大阪市B 横浜市

12 27 名古屋市 神戸市 大阪市 京都市 横浜市 名古屋市B 名古屋市A 12 27 名古屋市 神戸市 名古屋市A 大阪市 京都市 名古屋市B 横浜市

13 28 横浜市 横浜市A 大阪市 神戸市 京都市 横浜市B 名古屋市 13 28 横浜市 神戸市 名古屋市 大阪市 横浜市A 横浜市B 京都市

14 29 神戸市 神戸市A 神戸市B 大阪市 横浜市 京都市 名古屋市 14 29 神戸市 神戸市A 大阪市 京都市 名古屋市 横浜市 神戸市B

15 30 京都市 大阪市 京都市A 横浜市 神戸市 名古屋市 15 30 京都市 名古屋市 大阪市 神戸市 京都市A 横浜市 京都市B

16 令和元 大阪市 大阪市A 大阪市B 神戸市 京都市 横浜市 大阪市C 名古屋市 16 令和元 大阪市 名古屋市 横浜市 大阪市A 大阪市B 神戸市 京都市

17 2・3 名古屋市 （新型コロナウイルス感染拡大防止で中止） 17 2・3 名古屋市 （新型コロナウイルス感染拡大防止で中止）

18 4 横浜市 大阪市 神戸市 横浜市A 横浜市B 横浜市C 名古屋市 京都市 18 4 横浜市 横浜市B 横浜市A 名古屋市 大阪市 横浜市C 神戸市 京都市

京都市B ・京都市C

男　子 女　子

都市間交流スポーツ大会　バスケットボール競技　過去の戦績


