
＜３月１１日（１日目）＞

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

筑波大学 CHAOZ★ 日本大学 VIVA★AMIGO 早稲田大学 MANEUVERS MISTRAL 上智大学 國學院大學 首都大学東京

あ1 あ6 い1 い６ う1 う６ え１ え６ お1 お６

中京大学 楓 Silphium 愛知学院大学 大阪体育大学 同志社MAGIC 日本福祉大学 和歌山大学 関西学院大学 EN

会津大学 日本大学 慶應義塾大学 横浜国立大学 上智大学 成蹊大学 TKM 千葉大学 昭和大学 GlassHoppers

Ａ1 Ａ６ Ｂ1 Ｂ６ Ｃ1 Ｃ６ Ｄ1 Ｄ６ Ｅ1 Ｅ６

ギアーズ 獨協大学 関西学院大学 Sallian∞Joseph 甲南大学 同志社MAGIC MAFFIA 日本福祉大学 びわこ成蹊 中京大学

筑波大学 中京大学 日本大学 Silphium 早稲田大学 大阪体育大学 MISTRAL 日本福祉大学 國學院大學 関西学院大学

あ２ あ５ い２ い５ う２ う５ え２ え５ お２ お５

CHAOZ★ 楓 VIVA★AMIGO 愛知学院大学 MANEUVERS 同志社MAGIC 上智大学 和歌山大学 首都大学東京 EN

会津大学 ギアーズ 慶應義塾大学 関西学院大学 上智大学 甲南大学 TKM MAFFIA 昭和大学 びわこ成蹊

Ａ２ Ａ５ Ｂ２ Ｂ５ Ｃ２ Ｃ５ Ｄ２ Ｄ５ Ｅ２ Ｅ５

日本大学 獨協大学 横浜国立大学 Sallian∞Joseph 成蹊大学 同志社MAGIC 千葉大学 日本福祉大学 GlassHoppers 中京大学

筑波大学 中京大学 日本大学 Silphium 早稲田大学 大阪体育大学 MISTRAL 日本福祉大学 國學院大學 関西学院大学

あ３ あ４ い３ い４ う３ う４ え３ え４ お３ お４

楓 CHAOZ★ 愛知学院大学 VIVA★AMIGO 同志社MAGIC MANEUVERS 和歌山大学 上智大学 EN 首都大学東京

会津大学 ギアーズ 慶應義塾大学 関西学院大学 上智大学 甲南大学 TKM MAFFIA 昭和大学 びわこ成蹊

Ａ３ Ａ４ Ｂ３ Ｂ４ Ｃ３ Ｃ４ Ｄ３ Ｄ４ Ｅ３ Ｅ４

獨協大学 日本大学 Sallian∞Joseph 横浜国立大学 同志社MAGIC 成蹊大学 日本福祉大学 千葉大学 中京大学 GlassHoppers

ウイメン部門

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

ICU・Hurrinds 立教大学 東京学芸大学 成蹊大学 國學院大學 東京Vegegriffons 獨協大学 慶應義塾大学

Ｉ１ I６ か1 か６ Ｊ1 L1 き1 く１

京都大学 Batman びわこ成蹊 信州大学 信州大学 和歌山大学 ロッカーズ 甲南大学

劇団アルティメット 日本体育大学 東京学芸大学 ASA-MAC'S 東京外国語大学 首都大学東京 宇都宮大学

Ｆ１ Ｆ６ Ｇ1 Ｇ６ K１ Ｈ1 Ｈ６

88ers 大阪体育大学 うわの空 熊本POWERS 龍谷大学 TIBETS 岡山大学

ICU・Hurrinds 京都大学 東京学芸大学 びわこ成蹊 國學院大學 東京Vegegriffons 獨協大学 慶應義塾大学

Ｉ２ Ｉ５ か２ か５ Ｊ２ L２ き２ く２

立教大学 Batman 成蹊大学 信州大学 早稲田大学A 早稲田大学B 日本体育大学 横浜国立大学

劇団アルティメット 88ers 東京学芸大学 うわの空 東京外国語大学 首都大学東京 TIBETS

Ｆ２ Ｆ５ Ｇ２ Ｇ５ K２ Ｈ２ Ｈ５　

日本体育大学 大阪体育大学 ASA-MAC'S 熊本POWERS 筑波大学 宇都宮大学 岡山大学

ICU・Hurrinds 京都大学 東京学芸大学 びわこ成蹊 信州大学 和歌山大学 ロッカーズ 甲南大学

Ｉ３ Ｉ４ か３ か４ Ｊ３ L３ き３ く３

Batman 立教大学 信州大学 成蹊大学 早稲田大学A 早稲田大学B 日本体育大学 横浜国立大学

劇団アルティメット 88ers 東京学芸大学 うわの空 龍谷大学 首都大学東京 TIBETS

Ｆ３ Ｆ４ Ｇ３ Ｇ４ K３ Ｈ３ Ｈ４

大阪体育大学 日本体育大学 熊本POWERS ASA-MAC'S 筑波大学 岡山大学 宇都宮大学
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