
拓殖A 拓殖B 東京電機A 東京電機B 東洋A 東洋B 明治学院A 明治学院B 成蹊 東京農工 明星 一橋
戦 時間 A B C D E F G H I J L M

帝京 芝浦工業 日本体育 青山学院 拓殖 早稲田 桜美林 駒沢 東京理科 筑波
（専修） （成蹊） （東京） （上智） （神奈川） （千葉商科） （東京農業） （学習院） （玉川） （慶應義塾）

獨協 明星 明治学院 東京農工 立教 東京電機 国際基督 電気通信 日本 成城
専修 未登録A 東洋 一橋 法政 神奈川 千葉商科 東京農業 学習院 武蔵 慶應義塾

（帝京） （獨協） （芝浦工業） （日本体育） （青山学院） （拓殖） （早稲田） （桜美林） （駒沢） (日本) （成城）
中央 成蹊 東京 上智 東海 神奈川工科 明治 玉川 日本工業

神奈川 芝浦工業 東京理科 千葉商科 未登録A 筑波 慶應義塾 法政 早稲田 一橋 東京農業
（明星） （桜美林） （帝京） （玉川） （日本工業） （武蔵） （東洋） （東京電機） （東京農工） （明治学院） （中央）

上智 電気通信 東京 国際基督 日本 明治 成蹊 立教 成城 獨協
青山学院 桜美林 帝京 専修 武蔵 東洋 日本体育 駒沢 拓殖 学習院

（神奈川） （電気通信） （国際基督） （筑波） （日本） （明治） （成蹊） （立教） （成城） （獨協）
明星 玉川 日本工業 神奈川工科 東海 東京電機 東京農工 明治学院 中央

慶應義塾 法政 帝京 東洋 成蹊 国際基督 専修 日本工業 駒沢 桜美林 東京農業
（神奈川工科） （日本体育） （拓殖） （早稲田） （青山学院） （芝浦工業） （成城） （電気通信） （東京理科） （東京） （明治学院）

学習院 東海 武蔵 神奈川 上智 明治 中央 明星 千葉商科 玉川
獨協 日本体育 未登録A 早稲田 青山学院 日本 東京農工 東京理科 筑波 東京電機
（慶應義塾） （法政） （武蔵） （東洋） （上智） （専修） （日本工業） （駒沢） （桜美林） （玉川）
神奈川工科 立教 拓殖 芝浦工業 成城 電気通信 一橋 東京 明治学院

明星 東京 千葉商科 未登録A 専修 日本体育 帝京 玉川 早稲田 青山学院 立教
（東京理科） （明治） （日本工業） （国際基督） （東京農業） （芝浦工業） （法政） （一橋） （東洋） （中央） （東海）

東京農工 日本 学習院 拓殖 神奈川工科 獨協 明治学院 電気通信 東京電機
東京理科 明治 桜美林 東京農業 駒沢 法政 筑波 東洋 慶應義塾 東海

（明星） （千葉商科） （専修） （学習院） （拓殖） （神奈川工科） （獨協） （早稲田） （青山学院） （東京電機）
成城 日本工業 国際基督 武蔵 芝浦工業 神奈川 一橋 上智 中央 成蹊

東京 駒沢 武蔵 明治 玉川 学習院 桜美林 東海 神奈川 芝浦工業 法政
（千葉商科） （国際基督） （慶應義塾） （日本） （筑波） （明星） （電気通信） （東京電機） （東京農業） （立教） （日本体育）

成城 青山学院 獨協 中央 神奈川工科 日本工業 上智 成蹊 東京農工 東洋
千葉商科 未登録A 専修 一橋 筑波 明星 拓殖 東京農業 立教 日本体育

（東京） (駒沢) （武蔵） （明治） （神奈川工科） （学習院） （東海） （神奈川） （東京農工） （法政）
国際基督 慶應義塾 日本 東京理科 電気通信 東京電機 帝京 明治学院 早稲田
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