
 

 

 

 

 

 

※男子・鳥取県代表チームはチーム事情のため出場を辞退。 

※原則として各チーム 3試合を戦う。ただし、以下のチームについては、組み合わせ抽選の結果、4試合を行う。 

【女子】 栃木県・大阪府・佐賀県の各代表チーム 

【男子】 秋田県・京都府・愛媛県・徳島県・広島県・山形県の各代表チーム 

※本大会は交歓大会のため、勝敗による順位付け等は行わない。 

※本競技日程は、今後、事情により予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

＜以降追記＞ 

※3/28： 女子・岐阜県代表の出場辞退 (チーム事情による) に伴い、3/28、29の対戦表が一部変更 

 

 

9:00 栃木 vs. 和歌山 宮崎 vs. 東京 群馬 vs. 佐賀 三重 vs. 埼玉 兵庫 vs. 北海道 福島 vs. 静岡

10:20 岩手 vs. 神奈川 秋田 vs. 鳥取 茨城 vs. 徳島 愛媛 vs. 石川 愛知 vs. 広島 京都 vs. 宮城

11:40 滋賀 vs. 沖縄 山梨 vs. 高知 大分 vs. 青森 島根 vs. 香川 岡山 vs. 新潟 長崎 vs. 千葉

13:00 奈良 vs. 福井 長野 vs. 福岡 山形 vs. 山口 栃木 vs. 鹿児島 熊本 vs. 大阪

14:20 北海道 vs. 高知 静岡 vs. 沖縄 和歌山 vs. 千葉 東京 vs. 新潟 佐賀 vs. 香川 埼玉 vs. 青森

15:40 広島 vs. 福岡 宮城 vs. 富山 神奈川 vs. 福井 鳥取 vs. 鹿児島 徳島 vs. 大阪 石川 vs. 山口

9:00 大阪 vs. 長崎 宮崎 vs. 岡山 群馬 vs. 島根 三重 vs. 大分 兵庫 vs. 山梨 福島 vs. 滋賀

10:20 岩手 vs. 奈良 愛知 vs. 長野 茨城 vs. 熊本 愛媛 vs. 山形 秋田 vs. 栃木 京都 vs. 富山

11:40 滋賀 vs. 静岡 山梨 vs. 北海道 大分 vs. 埼玉 島根 vs. 佐賀 岡山 vs. 東京 長崎 vs. 和歌山

13:00 奈良 vs. 神奈川 栃木 vs. 鳥取 熊本 vs. 徳島 山形 vs. 石川 長野 vs. 広島 富山 vs. 宮城

14:20 高知 vs. 兵庫 沖縄 vs. 福島 香川 vs. 群馬 新潟 vs. 宮崎 千葉 vs. 佐賀 青森 vs. 三重

15:40 福岡 vs. 愛知 神奈川 vs. 京都 福井 vs. 岩手 鹿児島 vs. 秋田 大阪 vs. 茨城 山口 vs. 愛媛

9:00 岡山 vs. 青森 愛媛 vs. 福井 新潟 vs. 愛知 岐阜 vs. 秋田 岩手 vs. 沖縄 富山 vs. 大分

10:20 熊本 vs. 高知 三重 vs. 栃木 山口 vs. 宮城 千葉 vs. 長野 大阪 vs. 徳島 神奈川 vs. 宮崎

11:40 福島 vs. 滋賀 広島 vs. 茨城 奈良 vs. 島根 兵庫 vs. 群馬 北海道 vs. 京都 静岡 vs. 埼玉

13:00 鹿児島 vs. 徳島 福岡 vs. 山梨 長崎 vs. 香川 東京 vs. 佐賀 愛媛 vs. 山形 石川 vs. 和歌山

14:20 沖縄 vs. 茨城 大分 vs. 滋賀 青森 vs. 埼玉 福井 vs. 京都 愛知 vs. 群馬 秋田 vs. 島根

15:40 広島 vs. 山梨 宮崎 vs. 山形 高知 vs. 和歌山 栃木 vs. 徳島 宮城 vs. 佐賀 長野 vs. 香川

9:00 岡山 vs. 北海道 京都 vs. 静岡 新潟 vs. 兵庫 岐阜 vs. 奈良 岩手 vs. 広島 富山 vs. 福島

10:20 熊本 vs. 石川 三重 vs. 鹿児島 山口 vs. 東京 千葉 vs. 長崎 大阪 vs. 福岡 神奈川 vs. 愛媛

11:40 福島 vs. 大分 広島 vs. 沖縄 奈良 vs. 秋田 兵庫 vs. 愛知 北海道 vs. 福井 静岡 vs. 青森

13:00 愛媛 vs. 宮崎 福岡 vs. 山形 長崎 vs. 長野 東京 vs. 宮城 鹿児島 vs. 栃木 石川 vs. 高知

14:20 茨城 vs. 岩手 滋賀 vs. 富山 埼玉 vs. 岡山 京都 vs. 秋田 群馬 vs. 新潟 島根 vs. 岐阜

15:40 山梨 vs. 大阪 山形 vs. 神奈川 和歌山 vs. 熊本 徳島 vs. 三重 佐賀 vs. 山口 香川 vs. 千葉
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