
１０月１５日（土）　日本福祉大学　美浜キャンパス

ＴＯ ＴＯ ＴＯ

11:00 １部女子 名院大 × 桜花大 浜学大 １・２部入替女 中京大 × 東海学園大 日福大 １・２部入替女 静産大 × 中部院大 愛工大

13:00 １部女子 日福大 × 名経大 名院大 １部女子 学泉大 × 愛知大 桜花大 １・２部入替女 中部大 × 静岡大 中部院大

15:00 １部男子 浜学大 × 静産大 愛知大 1・２部入替男 至学館大 × 日福大 中部大 1・２部入替男 常葉大 × 愛工大 静岡大

17:00 １部男子 中京大 × 中部院大 静産大 １部男子 名院大 × 名経大 静産大 1・２部入替男 名古屋大 × 愛知大 常葉大

１０月１６日（日）　日本福祉大学　美浜キャンパス

ＴＯ ＴＯ ＴＯ

11:00 １部女子 名院大 × 名経大 中部院大 １・２部入替女 中京大 × 中部院大 至学館大 １・２部入替女 静産大 × 静岡大 愛知大

13:00 １部女子 日福大 × 愛知大 名院大 １部女子 学泉大 × 桜花大 名経大 １・２部入替女 中部大 × 東海学園大 静産大

15:00 １部男子 浜学大 × 中部院大 日福大 1・２部入替男 至学館大 × 愛工大 中部大 1・２部入替男 常葉大 × 愛知大 東海学園大

17:00 １部男子 中京大 × 名経大 浜学大 １部男子 名院大 × 静産大 浜学大 1・２部入替男 名古屋大 × 日福大 愛工大

１０月２２日（土）　このはなアリーナ

ＴＯ ＴＯ ＴＯ ＴＯ

11:00 １部男子 名院大 × 浜学大 静産大 １部女子 日福大 × 桜花大 名院大 1・２部入替男 名古屋大 × 至学館大 愛知大 1・２部入替女 中部大 × 中京大 静産大

13:00 １部男子 名経大 × 中部院大 名院大 １部女子 愛知大 × 名経大 桜花大 1・２部入替男 常葉大 × 日福大 至学館大 1・２部入替女 静岡大 × 中部院大 中京大

15:00 １部男子 中京大 × 静産大 名経大 １部女子 学泉大 × 名院大 愛知大 1・２部入替男 愛知大 × 愛工大 常葉大 1・２部入替女 静産大 × 東海学園大 中部院大

17:00 ２・３部入替男 三重大 × 愛院大 中京大 ２・３部入替男 名城大 × 南山大 学泉大 ２・３部入替女 同朋大 × 淑徳大 愛工大 ２・３部入替女 岐阜大 × 東邦大 東海学園大

１０月２３日（日）　このはなアリーナ

ＴＯ ＴＯ ＴＯ ＴＯ

11:00 １部男子 中京大 × 浜学大 名院大 １部女子 日福大 × 名院大 名経大 1・２部入替男 常葉大 × 至学館大 日福大 1・２部入替女 静産大 × 中京大 中部大

13:00 １部男子 名経大 × 静産大 中京大 １部女子 愛知大 × 桜花大 日福大 1・２部入替男 名古屋大 × 愛工大 常葉大 1・２部入替女 静岡大 × 東海学園大 中京大

15:00 １部男子 名院大 × 中部院大 名経大 １部女子 学泉大 × 名経大 桜花大 1・２部入替男 愛知大 × 日福大 名古屋大 1・２部入替女 中部大 × 中部院大 静岡大

17:00 ２・３部入替男 三重大 × 愛院大 中部院大 ２・３部入替男 名城大 × 南山大 学泉大 ２・３部入替女 同朋大 × 淑徳大 愛知大 ２・３部入替女 岐阜大 × 東邦大 中部院大

１０月２９日（土）　名古屋経済大学　犬山キャンパス

ＴＯ ＴＯ

11:00 1・２部入替男 至学館大 × 愛知大 名古屋大 1・２部入替女 中京大 × 静岡大 静産大

13:00 1・２部入替男 日福大 × 愛工大 至学館大 1・２部入替女 東海学園大 × 中部院大 中京大

15:00 1・２部入替男 常葉大 × 名古屋大 日福大 1・２部入替女 静産大 × 中部大 東海学園大

１０月３０日（日）　名古屋経済大学　犬山キャンパス

ＴＯ ＴＯ

11:00 １部男子 浜学大 × 名経大 中京大 １部女子 名院大 × 愛知大 日福大

13:00 １部男子 静産大 × 中部院大 名経大 １部女子 桜花大 × 名経大 愛知大

15:00 １部男子 中京大 × 名院大 中部院大 １部女子 日福大 × 学泉大 名経大
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