
月日 曜日 会場 準備

9:30 〜 10:40 男1 14:05 〜 15:15 男1 16:15 ～ 17:15 男４

福科大 vs 立命館 関西大 vs 同志社 滋賀大 ｖｓ 神院大

オフィシャル 滋賀大 神院大 関西大 同志社

審判
9:30 〜 10:40 女1 11:40 〜 12:50 女1 13:50 〜 15:00 女1 16:00 〜 17:10 女1

同志社 w 関西大 天理大 w 福科大 大体大 w びわこ 関学大 w 立命館

オフィシャル 天理大 w 福科大 同志社 w 関西大 関学大 w 立命館 大体大 w びわこ

審判
10:45 ～ 11:55 男２ 12:55 ～ 14:05 男３ 15:05 ～ 16:05 男４

近畿大 ｖｓ 大教大 和歌山 ｖｓ 佛教大 京大医 ｖｓ 京工繊

オフィシャル 京大医 京工繊 近畿大 大教大 和歌山 佛教大

審判
12:45 ～ 13:55 男２ 14:55 ～ 16:05 男３

神国大 ｖｓ 神戸大 流科大 ｖｓ 関外大

オフィシャル 流科大 関外大 神国大 神戸大

審判
10:30 ～ 11:30 女３ 12:30 ～ 13:40 男２ 14:40 ～ 15:50 男２

滋賀大 ｗ 兵教大 甲南大 ｖｓ 大阪大 龍谷大 ｖｓ 京都大

オフィシャル 龍谷大 京都大 滋賀大 ｗ 兵教大 甲南大 大阪大

審判
9:30 〜 10:40 女1 11:40 ～ 12:50 男２ 13:50 ～ 15:00 男２

武庫川 w 龍谷大 龍谷大 ｖｓ 大阪大 神国大 ｖｓ 大教大

オフィシャル 神国大 大教大 武庫川 龍谷大 龍谷大 大阪大

審判
9:30 〜 10:40 男1 11:40 ～ 12:50 男２

天理大 vs 桃学大 近畿大 ｖｓ 神戸大

オフィシャル 近畿大 神戸大 天理大 桃学大

審判
10:45 ～ 11:55 男２ 12:55 ～ 14:05 男３ 15:05 ～ 16:15 男３

甲南大 ｖｓ 京都大 大公大 ｖｓ 佛教大 和歌山 ｖｓ 関外大

オフィシャル 大公大 佛教大 甲南大 京都大

審判
10:45 ～ 11:45 男４ 12:45 ～ 13:45 男４ 14:45 ～ 15:45 男４

京大医 ｖｓ 神院大 滋賀大 ｖｓ 京工繊 電通大 ｖｓ 兵教大

オフィシャル 電通大 兵教大 京大医 神院大 滋賀大 京工繊

審判
10:00 〜 11:10 男1 12:10 ～ 13:10 男５ 14:10 ～ 15:10 男５

関学大 vs 大経大 奈医大 ｖｓ 大院大 奈良大 ｖｓ 大工大

オフィシャル 奈良大 大工大 関学大 大経大 奈医大 大院大

審判
10:45 11:45 男５ 12:45 13:45 男５ 14:45 15:45 女3

奈医大 ｖｓ 大工大 大産大 ｖｓ 奈良大 大公大 ｗ 兵教大

オフィシャル 大公大 ｗ 兵教大 奈医大 大工大 大産大 奈良大

審判
10:45 ～ 11:45 男４ 12:45 ～ 13:45 女２ 14:45 ～ 15:45 女２

滋賀大 ｖｓ 兵教大 京教大 ｗ 佛教大 大教大 ｗ 奈良女

オフィシャル 大教大 ｗ 奈良女 滋賀大 兵教大 京教大 ｗ 佛教大

審判
10:00 〜 11:10 男1 12:10 〜 13:20 女1 14:20 〜 15:30 女1

大体大 vs 同志社 武庫川 w びわこ 大体大 w 龍谷大

オフィシャル 大体大 ｗ 龍谷大 大体大 同志社 武庫川 ｗ びわこ

審判
9:20 〜 10:30 男1 11:20 〜 12:30 女1 13:20 〜 14:30 女1 15:20 〜 16:30 男1 17:20 〜 18:20 男４

天理大 vs 立命館 関学大 w 天理大 関西大 w 立命館 関西大 vs 京産大 京大医 ｖｓ びわこ

オフィシャル 関学大 ｗ 天理大 天理大 立命館 京大医 びわこ 関西大 w 立命館 関西大 京産大

審判
10:00 〜 11:10 男1 12:10 ～ 13:20 男２ 14:20 ～ 15:30 男２ 16:30 ～ 17:40 男２

桃学大 vs 大経大 近畿大 ｖｓ 大阪大 神国大 ｖｓ 京都大 甲南大 ｖｓ 大教大

オフィシャル 近畿大 大阪大 桃学大 大経大 甲南大 大教大 神国大 京都大

審判

大体大

1 2 3 4 5

天理大B 1試合目の大学

9月3日 土

天理大A 1試合目の大学

太陽が丘A 1試合目の大学

田辺 1試合目の大学

太陽が丘B 1試合目の大学

9月4日 日

天理大A 不要

天理大B 不要

大経大 不要

太陽が丘A 1試合目の大学

太陽が丘B 1試合目の大学

太陽が丘B 1試合目の大学

太陽が丘A 1試合目の大学

9月11日 日

大経大 不要

9月10日 土

立命館 不要

大体大 不要



10:00 〜 11:10 男1 12:10 〜 13:20 女1 14:20 ～ 15:20 男４ 16:20 ～ 17:20 男５

関学大 vs 福科大 同志社 w 福科大 電通大 ｖｓ 京工繊 大産大 ｖｓ 大工大

オフィシャル 同志社 ｗ 福科大 関学大 福科大 大産大 大工大 電通大 京工繊

審判
14:00 ～ 15:00 女２ 16:00 ～ 17:00 女２ 18:00 ～ 19:00 女２

京教大 ｗ 近畿大 関外大 ｗ 奈良女 奈教大 ｗ 大阪大

オフィシャル 奈教大 ｗ 大阪大 京教大 ｗ 近畿大 関外大 ｗ 奈良女

審判

9月11日 日

福科大 不要

武庫川 不要



14:00 ～ 15:10 男３ 16:10 ～ 17:10 男４ 18:10 〜 19:10 女２

佛教大 ｖｓ 関外大 京外大 ｖｓ 神院大 大教大 ｗ 佛教大

オフィシャル 大教大 ｗ 佛教大 佛教大 関外大 京外大 神院大

審判
10:15 ～ 11:25 男２ 12:25 ～ 13:35 男２ 14:35 ～ 15:45 男２ 16:45 ～ 17:55 男２ 18:55 ～ 20:05 男３

神国大 ｖｓ 大阪大 近畿大 ｖｓ 京都大 甲南大 ｖｓ 神戸大 龍谷大 ｖｓ 大教大 大公大 ｖｓ 京教大

オフィシャル 近畿大 京都大 神国大 大阪大 大公大 京教大 甲南大 神戸大 龍谷大 大教大

審判
14:00 ～ 15:10 女1 16:10 ～ 17:10 女３ 18:10 〜 19:20 女1

武庫川 w 関西大 甲南大 ｗ 兵教大 同志社 w 天理大

オフィシャル 同志社 ｗ 天理大 武庫川 ｗ 関西大 甲南大 ｗ 兵教大

審判
17:10 ～ 18:10 女２ 19:10 ～ 20:20 男３

奈良教 ｗ 佛教大 京府医 ｖｓ 佛教大

オフィシャル 京府医 佛教大 奈良教 ｗ 佛教大

審判
10::30 〜 11:40 女1 12:40 ～ 13:50 男1 14:50 ～ 16:00 男1

福科大 w 龍谷大 関学大 vs 桃学大 大経大 vs 同志社

オフィシャル 大経大 同志社 福科大 ｗ 龍谷大 関学大 桃学大

審判
10:15 ～ 11:15 女２ 12:15 ～ 13:15 女２ 14:15 ～ 15:25 男３ 16:25 ～ 17:35 男３ 18:35 ～ 19:35 男４

大教大 ｗ 大阪大 関外大 ｗ 近畿大 流科大 ｖｓ 京教大 大公大 ｖｓ 和歌山 電通大 ｖｓ びわこ

オフィシャル 関外大 ｗ 近畿大 大教大 ｗ 大阪大 電通大 びわこ 流科大 京教大 大公大 和歌山

審判
9:30 10:40 男1 11:40 12:50 男1 13:50 15:00 男1 16:00 ～ 17:00 男５

関西大 vs 桃学大 関学大 vs 京産大 大体大 vs 立命館 大薬大 ｖｓ 大院大

オフィシャル 関学大 京産大 関西大 桃学大 大薬大 大院大 大体大 立命館

審判
9:30 ～ 10:30 女３ 11:30 〜 12:40 女1 13:40 〜 14:50 女1 15:50 17:00 男1

大公大 ｗ 滋賀大 大体大 w 立命館 関学大 w びわこ 天理大 vs 福科大

オフィシャル 大体大 ｗ 立命館 大公大 ｗ 滋賀大 天理大 福科大 関学大 ｗ びわこ

審判
10:30 〜 11:40 女1 12:40 ～ 13:40 女２ 14:40 ～ 15:40 女３

武庫川 w 天理大 京教大 ｗ 奈良女 京外大 ｗ 大薬大

オフィシャル 京外大 ｗ 大薬大 武庫川 ｗ 天理大 京教大 ｗ 奈良女

審判
10:45 ～ 11:55 男２ 12:55 ～ 14:05 男２ 15:05 〜 16:15 女1 17:15 18:15 男４

神国大 ｖｓ 甲南大 京都大 ｖｓ 大教大 同志社 w びわこ 滋賀大 ｖｓ びわこ

オフィシャル 京都大 大教大 神国大 甲南大 滋賀大 びわこ 同志社 ｗ びわこ

審判
10:45 〜 11:55 女1 12:55 ～ 14:05 女1 15:05 〜 16:15 男1 17:15 18:15 男４

関学大 w 関西大 大体大 w 福科大 関西大 vs 福科大 京外大 ｖｓ 京工繊

オフィシャル 大体大 ｗ 福科大 関学大 ｗ 関西大 京外大 京工繊 関西大 福科大

審判
10:30 11:30 男５ 12:30 13:30 男４ 14:30 15:30 男４ 16:30 ～ 17:30 女２

奈良大 ｖｓ 大院大 京大医 ｖｓ 兵教大 電通大 ｖｓ 神院大 関外大 ｗ 大阪大

オフィシャル 京大医 兵教大 奈良大 大院大 関外大 ｗ 大阪大 電通大 神院大

審判
9:20 〜 10:30 男1 11:20 〜 12:30 男1 13:20 〜 14:30 男1 15:20 ～ 16:30 男２ 17:20 ～ 18:30 女１

立命館 vs 同志社 大体大 vs 大経大 天理大 vs 京産大 近畿大 ｖｓ 龍谷大 立命館 w 龍谷大

オフィシャル 大体大 大経大 立命館 同志社 立命館 ｗ 龍谷大 天理大 京産大 近畿大 龍谷大

審判
10:30 ～ 11:30 女２ 12:30 〜 13:30 男５ 14:30 ～ 15:40 男２ 16:40 〜 17:50 男1

大教大 ｗ 関外大 奈医大 ｖｓ 奈良大 大阪大 ｖｓ 神戸大 福科大 vs 京産大

オフィシャル 奈医大 奈良大 大教大 ｗ 関外大 福科大 京産大 大阪大 神戸大

審判
10:00 〜 11:10 男1 12:10 〜 13:20 男1 14:20 〜 15:30 女1

9月11日 日

佛教大 1試合目の大学

武庫川 不要

田辺 1試合目の大学

佛教大 不要

9月18日 日

大阪大 不要

9月17日 土

大阪大 1試合目の大学

武庫川 不要

天理大A 不要

天理大B 不要

9月19日 月祝

太陽が丘A 1試合目の大学

立命館 不要

田辺 1試合目の大学

太陽が丘B 1試合目の大学

9月23日 金祝

田辺 1試合目の大学

大体大 不要



大体大 vs 桃学大 関西大 vs 立命館 大体大 w 関西大

オフィシャル 大体大 ｗ 関西大 大体大 桃学大 関西大 立命館

審判
10:00 ～ 11:00 男４ 12:00 〜 13:00 男４ 14:00 〜 15:10 女1 16:10 〜 17:10 男４

京大医 ｖｓ 京外大 びわこ ｖｓ 神院大 天理大 w びわこ 兵教大 ｖｓ 京工繊

オフィシャル びわこ 神院大 京大医 京外大 兵教大 京工繊 天理大 ｗ びわこ

審判
10:30 〜 11:40 女1 12:40 ～ 13:40 女２ 14:40 〜 15:50 女1 16:50 ～ 17:50 女３

武庫川 w 福科大 佛教大 ｗ 奈良女 関学大 w 龍谷大 大公大 ｗ 京外大

オフィシャル 佛教大 ｗ 奈良女 武庫川 ｗ 福科大 大公大 ｗ 京外大 関外大 ｗ 龍谷大

審判
11:00 〜 12:10 女1 13:10 〜 14:20 男1 15:20 〜 16:30 男1

関西大 w びわこ 桃学大 vs 京産大 天理大 vs 大経大

オフィシャル 天理大 大経大 関西大 ｗ びわこ 桃学大 京産大

審判
9:20 〜 10:30 女1 11:20 〜 12:30 女1 13:20 〜 14:30 男1 15:20 〜 16:20 女２ 17:10 〜 18:20 男３

同志社 立命館 関学大 w 福科大 関学大 vs 同志社 大阪大 ｗ 近畿大 京府医 ｖｓ 流科大

オフィシャル 関学大 ｗ 福科大 同志社 ｗ 立命館 京府医 流科大 関学大 同志社 大阪大 ｗ 近畿大

審判
男２ 女3 男5

龍谷大 ｖｓ 神戸大 滋賀大 ｗ 大薬大 奈医大 vs 大薬大

オフィシャル
審判

10:00 〜 11:10 男1 12:10 〜 13:20 男1 14:20 〜 15:30 男1 16:30 〜 17:40 男1

天理大 vs 同志社 大体大 vs 福科大 関学大 vs 立命館 関西大 vs 大経大

オフィシャル 大体大 福科大 天理大 同志社 関西大 大経大 関学大 立命館

審判
10:30 〜 11:40 女1 12:40 〜 13:40 女２ 14:40 〜 15:50 女1 16:50 〜 18:00 女1

武庫川 w 立命館 奈教大 ｗ 京教大 同志社 w 龍谷大 大体大 w 天理大

オフィシャル 奈教大 ｗ 京教大 武庫川 ｗ 立命館 大体大 ｗ 天理大 同志社 ｗ 龍谷大

審判
10:20 〜 11:20 男４ 12:20 〜 13:30 男３ 14:30 〜 15:30 男４ 16:30 〜 17:40 男３

京外大 ｖｓ びわこ 京府医 ｖｓ 関外大 滋賀大 ｖｓ 電通大 和歌山 ｖｓ 京教大

オフィシャル 京府医 関外大 京外大 びわこ 和歌山 京教大 滋賀大 電通大

審判
10:00 〜 11:10 男1 12:10 〜 13:20 男1 14:20 ～ 15:30 女1

大体大 vs 天理大 大経大 vs 京産大 大体大 w 同志社

オフィシャル 大体大 ｗ 同志社 大体大 天理大 大経大 京産大

審判
10:30 ～ 11:40 男1 12:40 ～ 13:40 女２ 14:40 ～ 15:50 男1 16:50 ～ 17:50 女２ 18:50 ～ 19:50 女２

関西大 vs 関学大 奈教大 ｗ 関外大 桃学大 vs 立命館 大阪大 ｗ 奈良女 佛教大 ｗ 近畿大

オフィシャル 奈教大 ｗ 関外大 関西大 関学大 佛教大 ｗ 近畿大 桃学大 立命館 大阪大 ｗ 奈良女

審判
男４ 男５ 男２ 男４

滋賀大 ｖｓ 京外大 大薬大 ｖｓ 大工大 神国大 ｖｓ 龍谷大 京大医 ｖｓ 電通大

オフィシャル
審判

10:15 〜 11:15 男５ 12:15 ～ 13:15 女２ 14:15 ～ 15:25 男２ 16:25 ～ 17:35 男２

大産大 ｖｓ 大院大 佛教大 ｗ 大阪大 大阪大 ｖｓ 大教大 京都大 ｖｓ 神戸大

オフィシャル 佛教大 ｗ 大阪大 大産大 大院大 京都大 神戸大 大阪大 大教大

審判
10:00 ～ 11:10 男３ 12:10 ～ 13:20 女1 14:20 〜 15:30 男1 16:30 ～ 17:40 男２

大公大 ｖｓ 流科大 関西大 w 福科大 福科大 vs 同志社 近畿大 ｖｓ 甲南大

オフィシャル 関西大 ｗ 福科大 大公大 流科大 近畿大 甲南大 福科大 同志社

審判
10:30 ～ 11:40 女1 12:40 ～ 13:50 女1 14:50 ～ 16:00 女1 17:00 ～ 18:00 女２

武庫川 w 関学大 立命館 w びわこ 天理大 w 龍谷大 大教大 ｗ 京教大

オフィシャル 立命館 ｗ びわこ 武庫川 ｗ 関学大 大教大 ｗ 京教大 天理大 ｗ 龍谷大

審判
10:45 〜 11:55 男1 12:45 〜 13:55 男1 14:45 〜 15:55 男1 16:45 〜 17:55 男1 18:45 ～ 19:45 女２

9月23日 金祝

びわこ

大体大 不要

1試合目の大学

武庫川 不要

9月25日 日

福科大 不要

9月24日 土

びわこ 不要

立命館 不要

大阪大 1試合目の大学

武庫川 不要

びわこ 不要

福科大 不要

10月2日 日

大阪大 不要

10月1日 土

大体大 不要

武庫川 不要

10月8日 土

太陽が丘A 1試合目の大学



大体大 vs 関学大 関西大 vs 天理大 桃学大 同志社 立命館 vs 京産大 奈教大 ｗ 大教大

オフィシャル 関西大 天理大 大体大 関学大 奈教大 ｗ 大教大 桃学大 同志社 立命館 京産大

審判
10:45 〜 11:55 女1 12:45 〜 13:55 女1 14:45 〜 15:55 女1 16:45 〜 17:55 女1 18:45 ～ 19:45 男４

関西大 w 龍谷大 武庫川 w 同志社 天理大 w 立命館 大体大 w 関学大 兵教大 ｖｓ 神院大

オフィシャル 武庫川 ｗ 同志社 関西大 ｗ 龍谷大 兵教大 神院大 天理大 ｗ 立命館 大体大 ｗ 関学大

審判
男３ 男３ 女２ ～ 女３

京教大 ｖｓ 関外大 京府医 ｖｓ 和歌山 京教大 ｗ 関外大 甲南大 ｗ 大薬大

オフィシャル
審判

10:00 ～ 11:10 女1 12:10 ～ 13:20 男1 14:20 ～ 15:30 男1 16:30 ～ 17:40 男1

福科大 w びわこ 福科大 vs 大経大 関学大 vs 天理大 同志社 vs 京産大

オフィシャル 福科大 大経大 福科大 ｗ びわこ 同志社 京産大 関学大 天理大

審判
10:30 ～ 11:40 女1 12:40 ～ 13:50 女1 14:50 ～ 15:50 女２

天理大 ｗ 関西大 大体大 w 武庫川 関外大 ｗ 佛教大

オフィシャル 関外大 ｗ 佛教大 天理大 w 関西大 大体大 ｗ 武庫川

審判
男５ 男５ 男３ 男４

奈良大 ｖｓ 大薬大 大工大 ｖｓ 大院大 佛教大 ｖｓ 京教大 びわこ ｖｓ 京工繊

オフィシャル
審判

10:00 〜 11:10 男1 12:10 〜 13:20 女1 14:20 〜 15:30 男1 16:30 〜 17:10 男1

福科大 vs 桃学大 立命館 w 福科大 大体大 vs 関西大 大経大 vs 立命館

オフィシャル 福科大 大経大 福科大 ｗ びわこ 同志社 京産大 関学大 天理大

審判
男３ 男４ 女３ 男５

大公大 ｖｓ 関外大 京大医 ｖｓ 滋賀大 甲南大 ｗ 京外大 奈医大 ｖｓ 大産大

オフィシャル
審判

10:30 〜 11:40 女1 12:40 ～ 13:40 女２ 14:40 〜 15:50 女1 16:50 〜 18:00 男２

龍谷大 w びわこ 奈良女 ｗ 近畿大 関学大 w 同志社 近畿大 ｖｓ 神国大

オフィシャル 奈良女 w 近畿大 龍谷大 ｗ びわこ 近畿大 神国大 関学大 ｗ 同志社

審判
女３ 女３ 男３ ～ 女２

甲南大 ｗ 滋賀大 大公大 ｗ 大薬大 和歌山 ｖｓ 流科大 京教大 ｗ 大阪大

オフィシャル 大公大 ｗ 大薬大 甲南大 ｗ 滋賀大 京教大 ｗ 大阪大 和歌山 流科大

審判
女３ 男３ 男４ 男４

京外大 ｗ 兵教大 京府医 ｖｓ 大公大 電通大 ｖｓ 京外大 兵教大 ｖｓ びわこ

オフィシャル
審判

男２ 男２ 男２ ～ 男５

甲南大 ｖｓ 龍谷大 京都大 ｖｓ 大阪大 神戸大 ｖｓ 大教大 大産大 ｖｓ 大薬大

オフィシャル
審判

女３ 女３ ～ 男３ ～ 男４

甲南大 ｗ 大公大 滋賀大 ｗ 京外大 京府医 ｖｓ 京教大 京外大 ｖｓ 兵教大

オフィシャル
審判

女３ 男３ 男４ ～ 女２

兵教大 ｗ 大薬大 流科大 ｖｓ 佛教大 神院大 ｖｓ 京工繊 大教大 ｗ 近畿大

オフィシャル
審判

男 男 男 男

10月8日 土

太陽が丘A 1試合目の大学

武庫川 不要

太陽が丘B 1試合目の大学

10月10日
月祝
日

福科大 不要

田辺 1試合目の大学

10月9日 日

福科大 不要

10月16日 日

10月15日 土

桜井市芝運動公園 1試合目の大学

10/23
入替戦

日


