
１日目 メインアリーナ
a 慈恵(2-0)○ 岩手(0-2)× 旭川(2-0)○ 山形(0-2)× 山梨(1-2)× 聖マ(2-1)○ 福島(2-0)○ 弘前(0-2)× 岩手(2-0)○ 聖マ(0-2)× 慈恵(0-2)× 札医(2-0)○
h
b 群馬(2-0)○ 東邦(0-2)× 順天堂(2-0)○ 筑波(0-2)× 東大(0-2)× 横市(2-0)○ 東北(2-0)○ 東医(0-2)× 北里(2-1)○ 東邦(1-2)× 日医(1-2)× 東邦(2-1)○
g
c 日医(2-1)○ 昭和(1-2)× 信州(2-0)○ 札医(0-2)× 自治医(2-0)○ 日大(0-2)× 秋田(2-0)○ 北大(0-2)× 慶應(2-1)○ 日医(1-2)× 埼玉(2-0)○ 山形(0-2)×
f
d 杏林(2-0)○ 帝京(0-2)× 新潟(2-0)○ 埼玉(0-2)× 千葉(1-2)× 獨協(2-1)○ 東海(2-0)○ 防衛(0-2)× 医科歯科(0-2)×慈恵(2-0)○ 医科歯科(2-1)○横市(1-2)×
e

サブアリーナ
北里(2-1)○ 秋田(1-2)× 慈恵(0-2)× 獨協(2-0)○ 慶應(2-0)○ 昭和(0-2)× 聖マ(1-2)× 防衛(2-1)○ 女子医(2-0)○ 新潟(0-2)× 獨協(2-0)○ 聖マ(0-2)×

医科歯科(1-2)×順天堂(2-1)○ 弘前(1-2)× 自治医(2-1)○ 埼玉(2-1)○ 群馬(1-2)× 日大(0-2)× 杏林(2-0)○ 岩手(1-2)× 信州(2-1)○ 帝京(0-2)× 福島(2-0)○

２日目 メインアリーナ
山梨(2-0)○ 医科歯科(0-2)×福島（2-1）○ 山形（1-2）× 慈恵（2-0）○ 聖マ（0-2）× 旭川（2-0）○ 弘前（0-2）× 岩手（2-1）○ 山梨（1-2）× 日大（1-2）× 福島（2-1）○

東大（1-2）× 東邦（2-1）○ 東北（1-2）× 筑波（2-1）○ 群馬（2-0）○ 横市（0-2）× 順天堂（2-0）○ 東医（0-2）× 北里（2-1）○ 東大（1-2）× 山形（0-2）× 信州（2-0）○

自治医（2-0）○ 慶應（0-2）× 秋田（2-1）○ 札医（1-2）× 日医（2-0）○ 日大（0-2）× 信州（2-0）○ 北大（0-2）× 慶應（2-0）○ 日大（0-2）× 医科歯科（1-2）×女子医（2-1）○

東海（2-0）○ 埼玉（0-2）× 千葉（2-0）○ 帝京（0-2）× 新潟（0-2）× 防衛（2-0）○ 杏林（2-0）○ 獨協（0-2）× 自治医（2-0）○ 昭和（0-2）× 慈恵（0-2）× 防衛（2-0）○

サブアリーナ
北里（0-2）× 昭和（2-0）○ 群馬（2-0）○ 山形（0-2）× 慶應（2-0）○ 秋田（0-2）× 埼玉（2-0）○ 岩手（0-2）× 獨協（2-0）○ 札医（0-2）× 群馬（2-0）○ 岩手（0-2）×

聖マ（2-1）○ 札医（1-2）× 杏林（2-0）○ 帝京（0-2）× 順天堂（1-2）× 女子医（2-1）○ 自治医（2-0）○ 日医（0-2）× 新潟（2-0）○ 横市（0-2）× 弘前（0-2）× 東邦（2-0）○

３日目 メインアリーナ
聖マ(2-1)○ 医科歯科（1-2）×旭川（2-0）○ 福島（0-2）× 慈恵（2-0）○ 山梨（0-2）× 弘前（0-2）× 山形（2-0）○ 岩手（2-0）○ 医科歯科（0-2）×秋田（2-0）○ 昭和（0-2）×

北里（2-0）○ 横市（0-2）× 順天堂（2-0）○ 東北（0-2）× 群馬（2-0）○ 東大（0-2）× 東医（0-2）× 筑波（2-0）○ 群馬（2-0）○ 北里（0-2）× 女子医（2-0）○ 横市（0-2）×

日大（2-1）○ 昭和（1-2）× 信州（2-0）○ 秋田（0-2）× 自治医（2-0）○ 日医（0-2）× 北大（0-2）× 札医（2-0）○ 慶應（2-0）○ 昭和（0-2）× 日大（2-0）○ 帝京（0-2）×

杏林（2-1）○ 千葉（1-2）× 新潟（2-1）○ 東海（1-2）× 獨協（2-0）○ 帝京（0-2）× 防衛（2-0）○ 埼玉（0-2）× 横市（2-1）○ 東邦（1-2）× 岩手（2-0）○ 山形（0-2）×

サブアリーナ
自治医（2-1）○ 東邦（1-2）× 順天堂（2-0）○ 横市（0-2）× 北里（0-2）× 慶應（2-0）○ 医科歯科（2-1）○新潟（1-2）× 群馬（2-0）○ 信州（0-2）× 順天堂（2-1）○ 新潟（1-2）×

埼玉（2-0）○ 信州（0-2）× 杏林（2-0）○ 福島（0-2）× 防衛（2-0）○ 獨協（0-2）× 弘前（0-2）× 日医（2-0）○ 慈恵（0-2）× 聖マ（2-0）○ 防衛（2-0）○ 札医（0-2）×

第一試合 第二試合 第三試合 第四試合 第五試合 第六試合

東大 東医 東邦 順天堂 横市 弘前

聖マ 弘前 岩手 山形 山梨 自治医

岩手 札医 秋田 獨協 順天堂 防衛

自治医 北大 昭和 札医 日大

獨協 防衛 帝京 埼玉 旭川 慶應

昭和

慈恵 弘前 医科歯科 福島 聖マ 慶應

女子医 日医 信州 帝京 群馬 日大

帝京

防衛 獨協 東海 千葉 筑波 杏林

横市 東医 東邦 東北 群馬

日大 北大 慶應 札医 日医

昭和

自治医

福島

慈恵 福島 横市 東邦 順天堂 日医

自治医 岩手 医科歯科 秋田 聖マ 札医

山梨 山形 医科歯科 旭川 慈恵

群馬 筑波 北里⇒千葉 順天堂 東大

帝京 埼玉 杏林 新潟 秋田 慶應

日医

群馬 日大 聖マ 札医 獨協 慈恵

弘前 女子医 昭和 東邦 埼玉 信州

札医 昭和 信州 自治医 杏林


