
体育館 大宮体育館 平塚総合体育館 日本体育大学
草加市スポーツ健

康都市記念体育館

印西市松山下公園

総合体育館
尚美学園大学 作新学院大学 東京都立大学 つくばカピオ 県北体育館 高崎経済大学 白鴎大学

面数 12 16 12 15 10 6 6 9 8 12

担当校 文教大学(W4B) 学連 学連 学連 順天堂大学(W5D)
尚美学園大学

(M3B)

作新学院大学

(M3A)

東京都立大学

(W4C)
成城大学(M5A)

宇都宮大学

(M4C,W4A)

高崎経済大学

(W5B)
白鴎大学(W5C)

9月7日

M4D(2),W4D(2),

M5B(2),W5A(1),

W5D(1),W5E(2)

【9-17】

9月8日

M4D(2),W4D(2),

M5B(2),W5A(1),

W5D(1),W5E(2)

【9-17】

9月9日

9月10日

9月11日 W4C

9月12日 W4C

9月13日

9月14日 M3B

9月15日
W3B(6),W4B(2),

M6C'(2)
M3B

9月16日

M4B(6)

[M1(3),W1(3)]

[M2(3),W2(3)]

M3B

9月17日
W3A(4),W6A'(4)W

6B(4)【9-15】

9月18日
M1(3),W1(3)

M2(3),W2(3)
M3A

9月19日
M1(3),W1(3)

M2(3),W2(3)
M3A

9月20日
M1(3),W1(3)

M2(3),W2(3)
M3A

9月21日

W3A(4),M6A(4),M

6B(4),M6C'(2)

【9-15】

9月22日

W3A(3),M4A(2),

M5C(2),M5D(3),

M5E(6)【9-19】

W3B(6),M4B(6),M

5A(3)【9-15】

9月23日

9月24日

M6A(3),M6B(3),W

6A'(4)W6B(4)【9-

15】

9月25日

9月26日

9月27日

9月28日

9月29日

W3B(3),M4A(2),

M5C(2),M5D(6),

M5E(3)【9-19】

10月2日 W5C

10月3日 W5C

10月14日 M5A【9-17】

10月16日 M4C,W4A W5B

10月17日 M4C,W4A W5B

()は、そのリーグが利用するコート数

【】内は、体育館の利用可能時間、記載がない場合は9-21時



男子 日程 会場 備考 日程 会場 備考 日程 会場 備考 日程 会場 備考 日程 会場 備考

1部 日本大学 中央大学 法政大学 日本体育大学 早稲田大学 筑波大学 9/16 大宮 9/18 日体大 9/19 日体大 9/20 日体大

2部 明治大学 青山学院大学 神奈川大学 東海大学 専修大学 帝京大学 9/16 大宮 9/18 日体大 9/19 日体大 9/20 日体大

3部A 立教大学 作新学院大学 日本ウェルネススポーツ大学東京情報大学 千葉商科大学 9/18 作新 9/19 作新 9/20 作新

3部B 東京経済大学 尚美学園大学 法政大学Ⅱ部 東京理科大学 茨城大学 9/14 尚美 9/15 尚美 9/16 尚美

4部A 高崎経済大学 東京農業大学 東京都立大学 千葉工業大学 成蹊大学 9/22 平塚 サブアリーナ 9/29 平塚 サブアリーナ

4部B 工学院大学 国士館大学 東京国際大学 一橋大学 芝浦工業大学 日本大学経済学部9/16 大宮 2面展開にて実施 9/22 草加

4部C 慶應義塾大学 宇都宮大学 東京都市大学 明治学院大学 山梨学院大学 10/16 県北 10/17 県北

4部D 東京大学 駒澤大学 埼玉大学 立正大学 千葉大学 玉川大学 9/7 印西 9/8 印西

5部A 横浜市立大学 成城大学 日本大学生産工学部上智大学 神奈川工科大学 9/22 草加 10/14 カピオ

5部B 城西大学 武蔵大学 明星大学 亜細亜大学 東京農工大学 9/7 印西 9/8 印西

5部C 白鷗大学 東京薬科大学 群馬大学 東京学芸大学 東京電機大学 9/22 平塚 サブアリーナ 9/29 平塚 サブアリーナ

5部D 國學院大學 獨協大学 創価大学 東洋大学理工学部武蔵野大学 中央学院大学 9/22 平塚 2面展開にて実施 9/29 平塚

5部E 横浜国立大学 学習院大学 淑徳大学 国際医療福祉大学北里大学 帝京平成大学 9/22 平塚 9/29 平塚 2面展開にて実施

6部A 関東学院大学 埼玉工業大学 田園調布大学 電気通信大学 9/21 草加 2面展開にて実施 9/24 草加

6部B 高崎健康福祉大学横浜商科大学 山梨大学 防衛大学 9/21 草加 2面展開にて実施 9/24 草加

6部C'(C+D) 順天堂大学 桜美林大学 東京海洋大学 文教大学 9/15 大宮 9/21 草加

女子 日程 会場 日程 会場 日程 会場 日程 会場 日程 会場

1部 筑波大学 明治大学 法政大学 早稲田大学 日本体育大学 青山学院大学 9/16 大宮 9/18 日体大 9/19 日体大 9/20 日体大

2部 大妻女子大学 専修大学 日本大学 立教大学 東京女子体育大学東海大学 9/16 大宮 9/18 日体大 9/19 日体大 9/20 日体大

3部A 東京情報大学 慶應義塾大学 神奈川大学 成城大学 法政大学Ⅱ部 9/17 草加 2面展開にて実施 9/21 草加 2面展開にて実施 9/22 平塚

3部B 作新学院大学 日本女子体育大学帝京大学 東京経済大学 千葉商科大学 東洋大学 9/15 大宮 2面展開にて実施 9/22 草加 2面展開にて実施 9/29 平塚

4部A 尚美学園大学 宇都宮大学 國學院大學 東京国際大学 東京都市大学 鎌倉女子大学 10/16 県北 10/17 県北

4部B 上智大学 女子栄養大学 明星大学 文教大学 千葉大学 9/15 大宮

4部C 明治学院大学 東京都立大学 茨城大学 帝京平成大学 武蔵野大学 9/11 都立大 9/12 都立大

4部D 高崎健康福祉大学駒澤大学 学習院大学 桜美林大学 横浜市立大学 9/7 印西 9/8 印西

5部A 獨協大学 東京理科大学 創価大学 桐蔭横浜大学 9/7 印西 9/8 印西

5部B 東京農業大学 高崎経済大学 埼玉大学 北里大学 10/16 高経 10/17 高経

5部C 成蹊大学 白鷗大学 玉川大学 東京学芸大学 山梨大学 10/2 白鷗 10/3 白鷗

5部D 城西大学 田園調布大学 千葉工業大学 9/7 印西 9/8 印西

5部E 国士舘大学 東京大学 横浜国立大学 東京農工大学 9/7 印西 9/8 印西

6部A'(A+D) 立正大学 東京海洋大学 日本大学生産工学部電気通信大学 昭和女子大学 9/17 草加 2面展開にて実施 9/24 草加 2面展開にて実施

6部B 亜細亜大学 東洋大学理工学部東京外国語大学関東学院大学 9/17 草加 2面展開にて実施 9/24 草加 2面展開にて実施

平塚 平塚総合体育館(神奈川県) 9-19時 高経 高崎経済大学(群馬県)

大宮 大宮体育館(埼玉県) 白鷗 白鷗大学(栃木県)

都立大 東京都立大学(東京都)

10/14→9-17時

県北 県北体育館(栃木県)

つくばカピオ(茨城県)作新 作新学院大学(栃木県)

尚美 尚美学園大学(埼玉県)

略名称 会場名 備考

・時間の制限などもあり、かなりタイトなスケジュールになっているリーグもあります。

・試合のレギュレーション(15点制にする等)は当番校に一任しますので、タイムテーブル

　を上手く立てるようにしてください。

・万一日程内に終わらなかったリーグに関しては、自校の体育館を使用するなどの対応を

　お願いします。

日体大 日本体育大学(神奈川県)

印西
印西市松山下公園

総合体育館(千葉県)
9-17時

備考

草加
草加市スポーツ健康都市

記念体育館(埼玉県)
9-15時

カピオ

参加大学

参加大学

注意事項 略名称 会場名


