
＞タイムテーブル＜

＜３月１５日（１日目）＞

第１会場

9:30

LIGHT WINGS 上智大学 東京学芸大学 獨協大学 慶應義塾大学 首都大学東京 日本体育大学 筑波大学

い６ う６ え１ え６

まふぃあえあー うわの空 佛教大学 信州大学 びわこ成蹊 愛知学院大学 Stand Sticks

10:30

DISPA 明治大学 千葉大学 首都大学東京 日本大学 上智大学

Ａ６ Ｂ６ Ｃ６ Ｄ６ Ｉ１

京都大学 日本福祉大学 関西学院大学 信州大学 大阪体育大学 中京大学 パワーズ 和歌山大学

11:30

LIGHT WINGS まふぃあえあー 東京学芸大学 獨協大学 佛教大学 首都大学東京 びわこ成蹊 筑波大学

あ２ あ５ い２ い５ う２ う５ え２ え５ Ｇ２

上智大学 うわの空 慶應義塾大学 信州大学 日本体育大学 愛知学院大学 国学院大学

12:30

DISPA 京都大学 関西学院大学 千葉大学 大阪体育大学 パワーズ 上智大学

Ａ２ Ａ５ Ｂ２ Ｂ５ Ｃ２ Ｃ５ Ｄ２ Ｄ５ Ｉ２

明治大学 日本福祉大学 信州大学 首都大学東京 中京大学 日本大学 成蹊大学

13:30

LIGHT WINGS まふぃあえあー 東京学芸大学 獨協大学 佛教大学 首都大学東京 びわこ成蹊 筑波大学

あ３ あ４ い３ い４ う３ う４ え３ え４ Ｇ３

上智大学 うわの空 信州大学 慶應義塾大学 愛知学院大学 日本体育大学 びわこ成蹊

14:30

DISPA 京都大学 関西学院大学 千葉大学 大阪体育大学 パワーズ 和歌山大学

Ａ３ Ａ４ Ｂ３ Ｂ４ Ｃ３ Ｃ４ Ｄ３ Ｄ４ Ｉ３

日本福祉大学 明治大学 信州大学 中京大学 首都大学東京 日本大学 成蹊大学

ウイメン部門

第１会場 第２会場

9:30

國學院大學 筑波大学 横浜国立大学 我武者羅 国学院大学 千葉大学

お６ Ｆ１ Ｆ６ Ｇ６

関西学院大学 中京大学 漣 愛知学院大学 びわこ成蹊 京都大学

10:30

東京学芸大学 劇団アルティメット 昭和大学 HOT SCREAM

Ｅ６ Ｈ６

佛教大学 静岡大学うわの空 近畿大学 爺めん MAGIC

11:30

國學院大學 関西学院大学 横浜国立大学 漣 千葉大学

お２ お５ Ｆ２ Ｆ５ Ｇ５ か２

筑波大学 中京大学 我武者羅 愛知学院大学 びわこ成蹊 LIBEROS

12:30

佛教大学 劇団アルティメット 近畿大学 HOT SCREAM

Ｅ２ Ｅ５ Ｈ２ Ｈ５　 Ｊ２

東京学芸大学 静岡大学うわの空 昭和大学 爺めん 法政大学

13:30

國學院大學 関西学院大学 横浜国立大学 漣 LIBEROS

お３ お４ Ｆ３ Ｆ４ Ｇ４ か３

中京大学 筑波大学 愛知学院大学 我武者羅 国学院大学 京都大学

14:30

佛教大学 劇団アルティメット 近畿大学 MAGIC

Ｅ３ Ｅ４ Ｈ３ Ｈ４ Ｊ３

静岡大学うわの空 東京学芸大学 爺めん 昭和大学 法政大学

◇2013 CLUB　JUNIOR　ULTIMATE　DREAM　CUP◇

1コート 2コート 3コート 4コート 5コート 6コート 7コート 8コート 9コート 10コート

7人のこびと

あ1 あ6 い1 う1 Ｇ1

U-23ウィメン日本代表 同志社MAGIC

東京Vegegriffons Loquitos 慶應WhiteHorns

Ａ1 Ｂ1 Ｃ1 Ｄ1

静岡大学FLY

同志社MAGIC

U-23ウィメン日本代表 7人のこびと

東京Vegegriffons 慶應WhiteHorns

Loquitos 静岡大学FLY

同志社MAGIC

U-23ウィメン日本代表 7人のこびと

東京Vegegriffons 慶應WhiteHorns

Loquitos 静岡大学FLY

11コート 12コート 13コート 14コート 15コート 16コート 17コート 18コート

お1 か1

U-23オープン日本代表

Ｅ1 Ｈ1 Ｊ1

Stand Stics

U-23オープン日本代表

Stand Stics

U-23オープン日本代表


