
3部 4部 5部

1次リーグ

GNO T.O GNO T.O

13:00 501 帝塚山 - 太成学 甲南女 502 畿央大 - 追手門 和歌山

14:30 503 神女大 - 神外大 太成学 504 神医福 - 神女院 畿央大

16:00 401 四天王 - 大成蹊 神女大 402 和歌山 - 滋賀大 神医福

17:30 403 神戸大 - 甲南女 四天王 404 神院大 - 兵教大 滋賀大

19:00 405 常磐会 - 佛教大 神戸大 406 京女大 - 大府大 神院大

8/24(土)　神戸女子大学　

GNO T.O

10:00 505 帝塚山 - 神外大 甲南女

11:30 506 神女大 - 大谷大 神外大

13:00 407 甲南女 - 佛教大 大谷大

14:30 408 四天王 - 常磐会 佛教大

16:00 409 大成蹊 - 神戸大 四天王

8/25(日)　神戸女子大学

GNO T.O

10:00 507 畿央大 - 神女院 大府大

11:30 508 神医福 - 追手門 神女院

13:00 410 大府大 - 兵教大 神医福

14:30 411 和歌山 - 神院大 兵教大

16:00 412 滋賀大 - 京女大 神院大

GNO T.O GNO T.O

10:00 509 太成学 - 神外大 大成蹊 510 追手門 - 神女院 兵教大

11:30 511 帝塚山 - 大谷大 神外大 512 神医福 - 畿央大 追手門

13:00 413 佛教大 - 大成蹊 帝塚山 414 兵教大 - 滋賀大 畿央大

14:30 415 常磐会 - 甲南女 佛教大 416 神院大 - 大府大 滋賀大

16:00 417 神戸大 - 四天王 常磐会 418 京女大 - 和歌山 大府大

GNO TO GNO TO GNO TO

11:00 513 大谷大 - 神外大 佛教大 419 大成蹊 - 常磐会 神戸大 420 滋賀大 - 神院大 京女大

12:30 514 神女大 - 太成学 大谷大 421 甲南女 - 四天王 常磐会 422 大府大 - 和歌山 滋賀大

14:00 433 佛教大 - 神戸大 甲南女 434 兵教大 - 京女大 和歌山

GNO T.O GNO T.O

11:30 515 太成学 - 大谷大 常磐会 516 神女大 - 帝塚山 京女大

13:00 435 大成蹊 - 甲南女 太成学 436 滋賀大 - 大府大 帝塚山

14:30 437 神戸大 - 常磐会 大成蹊 438 京女大 - 神院大 大府大

16:00 439 四天王 - 佛教大 神戸大 440 兵教大 - 和歌山 神院大

2次リーグ

8/31（土）　神戸学院大学

GNO T.O GNO T.O

10:00 517 太成学 - 神医福 神院大 518 神外大 - 神女院 滋賀大

11:30 519 神女大 - 追手門 太成学 520 帝塚山 - 畿央大 神外大

13:00 441 大成蹊 - 神院大 追手門 442 四天王 - 滋賀大 畿央大

14:30 443 神戸大 - 和歌山 大成蹊 444 常磐会 - 京女大 四天王

16:00 445 甲南女 - 大府大 神戸大 446 佛教大 - 兵教大 常磐会

GNO T.O GNO T.O

10:00 521 太成学 - 追手門 神院大 522 神外大 - 畿央大 滋賀大

11:30 523 大谷大 - 神医福 追手門 524 帝塚山 - 神女院 神外大

13:00 447 神院大 - 神戸大 大谷大 448 滋賀大 - 常磐会 神女院

14:30 449 和歌山 - 甲南女 神戸大 450 京女大 - 佛教大 常磐会

9/８（日）　神戸女子大学

GNO T.O

10:00 451 大府大 - 成蹊大 大谷大

11:30 452 兵教大 - 四天王 大府大

13:00 525 大谷大 - 追手門 兵教大

14:30 526 神女大 - 神医福 追手門

16:00

9/15（日）　桃山学院教育大学

GNO T.O GNO T.O

10:00 315 甲南大 - 奈良教 神院大 316 芦屋大 - 桃教大 佛教大

11:30 317 龍谷大 - 滋賀短 奈良教 318 大国大 - 森ノ宮 桃教大

13:00 453 甲南女 - 神院大 滋賀短 454 佛教大 - 滋賀大 森ノ宮

14:30 455 神戸大 - 大府大 甲南女 456 常磐会 - 兵教大 滋賀大

16:00 457 成蹊大 - 和歌山 大府大 458 四天王 - 京女大 常磐会

17:30

3部×4部　入替戦

10/27(日)　関西外国語大学

GNO T.O GNO T.O

10:00 703 3部12位 - 大成蹊 大大谷 704 3部11位 - 和歌山 同女大

11:40 255 京産大 - 京教大 関外大 256 流科大 - 大教大 京先端

13:20 257 神親和 - 大大谷 京教大 258 びわこ - 同女大 大教大

15:00 259 大産大 - 関外大 神親和 260 京先端 - 関西大 びわこ

4部×5部　入替戦

9/22(日)　大阪国際大学

GNO T.O GNO T.O

10:00 701 滋賀大 - 神医福 芦屋大 702 常磐会 - 神女大 電通大

11:30 319 桃教大 - 滋賀短 甲南大 320 奈良女 - 森ノ宮 大国大

13:00 321 奈良教 - 芦屋大 滋賀短 322 大阪大 - 電通大 森ノ宮

14:30 323 甲南大 - 龍谷大 奈良教 324 京都大 - 大国大 大阪大

A B

A B

8/21（水）佛教大学　

A B

8/26（月）神戸学院大学　

A B

A

A

A B

8/2７(火)　はびきのコロセアム

A

4部　表彰式

5部　表彰式

C

A B

A B

A

B

9/１(日)　佛教大学

A B

8/２8（水）佛教大学　


