
節 日付 キックオフ 会場

延期 東京国際大 vs 産業能率大
17:30 東京学芸大 vs 専　修　大
17:30 中　央　大 vs 関東学院大
17:30 日本体育大 vs 神 奈 川 大
17:30 東　洋　大 vs 日　本　大
17:30 東　海　大 vs 立　教　大

8/28（土） 延期 東京国際大 vs 関東学院大
17:30 東京学芸大 vs 神 奈 川 大
延期 中　央　大 vs 産業能率大

17:30 日本体育大 vs 立　教　大
延期 東　洋　大 vs 専　修　大
延期 日　本　大 vs 東　海　大
延期 東京国際大 vs 立　教　大

17:30 東京学芸大 vs 東　海　大
8/28（土） 16:00 中　央　大 vs 神 奈 川 大

延期 日本体育大 vs 関東学院大
延期 東　洋　大 vs 産業能率大
延期 日　本　大 vs 専　修　大

11:00 立　教　大 vs 神 奈 川 大
14:00 東京国際大 vs 日本体育大
11:00 日　本　大 vs 関東学院大
14:00 東京学芸大 vs 東　洋　大
14:00 中　央　大 vs 東　海　大
14:00 専　修　大 vs 産業能率大
11:00 東京国際大 vs 専　修　大
14:00 東京学芸大 vs 関東学院大
11:00 東　洋　大 vs 神 奈 川 大
14:00 日　本　大 vs 産業能率大
11:00 中　央　大 vs 立　教　大
14:00 日本体育大 vs 東　海　大
11:00 東京国際大 vs 日　本　大
14:00 東京学芸大 vs 立　教　大
14:00 東　海　大 vs 産業能率大
10:30 日本体育大 vs 専　修　大
13:30 関東学院大 vs 神 奈 川 大
16:30 中　央　大 vs 東　洋　大
14:00 東京国際大 vs 東　海　大
11:00 東　洋　大 vs 立　教　大
14:00 東京学芸大 vs 日　本　大
11:00 専　修　大 vs 神 奈 川 大
14:00 中　央　大 vs 日本体育大
14:00 関東学院大 vs 産業能率大
14:00 東京国際大 vs 東京学芸大
11:00 関東学院大 vs 専　修　大
14:00 日本体育大 vs 東　洋　大
11:00 東　海　大 vs 神 奈 川 大
14:00 中　央　大 vs 日　本　大
14:00 立　教　大 vs 産業能率大
11:00 中　央　大 vs 専　修　大
14:00 東京国際大 vs 神 奈 川 大
10:30 日本体育大 vs 日　本　大
13:30 立　教　大 vs 関東学院大
16:30 東　洋　大 vs 東　海　大
14:00 東京学芸大 vs 産業能率大
11:00 東京学芸大 vs 日本体育大
14:00 東京国際大 vs 中　央　大
11:00 日　本　大 vs 立　教　大
14:00 東　洋　大 vs 関東学院大
14:00 東　海　大 vs 専　修　大
14:00 産業能率大 vs 神 奈 川 大
11:00 東京国際大 vs 東　洋　大
11:00 東京学芸大 vs 中　央　大
11:00 日本体育大 vs 産業能率大
11:00 日　本　大 vs 神 奈 川 大
11:00 東　海　大 vs 関東学院大
11:00 立　教　大 vs 専　修　大

21 10/24（日）

22 10/30（土） 10月中旬　決定

非公開

19 10/10（日）

20 10/16（土）

非公開

非公開

17 9/26（日）

18 10/3（日）

非公開

非公開

16
9/18（土）

千葉県総合スポーツセンター東総運動場

非公開

9/19（日） 越谷市立しらこばと運動公園競技場

非公開

非公開

非公開

非公開14

15 9/12（日）

8/14（土）

8/14（土）

7/31（土）

8/8（日）

対戦

12

13
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