
2018年第50回秋季リーグ戦　日程確定版 全日本総合　日体男女出場 国体：福井台風接近中

11：00～　第1回理事会 9:00 学芸大 - 中央大 （東大） 9:00 早稲田 - 東京大 （中央） 9:00 日体大 - 中央大 （早大） 9:00 早稲田 - 中央大 （国士） 9:00 早稲田 - 学芸大 （国士） 9:00 国士館 - 中央大 （日体）

12：00～　代表者会議 11:00 学芸大 - 東京大 （中央） 11:00 中央大 - 東京大 （日体） 11:00 早稲田 - 日体大 （国士） 11:00 日体大 - 国士舘 （東大） 11:00 国士館 - 学芸大 （東大）

13：00～　開会式 13:00 早稲田 - 国士館 （学芸） 13:00 日体大 - 学芸大 （東大） 13:00 日体大 - 東京大 (早大） 13:00 国士舘 - 東京大 （早大）

9:00 東女体 - 東富士 （日女） 9:00 日体大 - 早稲田 （東女） 9:00 東富士 - 日女体 （日体） 9:00 東富士 - 早稲田 （国士） 9:00 東富士 - 国士舘 (日女） 9:00 日女体 - 早稲田 （東女）

11:00 東女体 - 国士舘 （日女） 11:00 日体大 - 東女体 （早大） 11:00 日体大 - 国士舘 （富士） 11:00 国士舘 - 早稲田 （富士） 11:00 日女体 - 国士館 （富士） 11:00 東女体 - 早稲田 （日女）

13:00 日体大 - 日女体 （東女） 13:00 日体大 - 東富士 （国士） 13:00 東女体 - 日女体 （富士）

9:00 慶應大 - 日本大 （東洋） 9:00 日本大 - 東洋大 （明治） 9:00 日本大 - 立教大 （学習）

11:00 明治大 - 日本大 （役員） 11:00 慶應大 - 立教大 （役員） 11:00 学習院 - 日本大 （立教）

13:00 慶應大 - 明治大 （日大） 13:00 明治大 - 学習院 （日大） 13:00 慶應大 - 学習院 （日大）

9:00 学習院 - 立教大 （明治） 9:00 慶應大 - 東洋大 （明治）

11:00 学習院 - 東洋大 （立教） 11:00 明治大 - 東洋大 （慶應）

13:00 立教大 - 東洋大 （学習） 13:00 明治大 - 立教大 （東洋）

9:00 中央大 - 明治大 （慶応） 9:00 学習院 - 中央大 （学芸） 9:00 学習院 - 明治大 (東洋) 11:00 学芸大 - 中央大 (東洋) 9:00 明治大 - 東洋大 （中央） 9:00 13:30 中央大 - 慶応大 （学習）

11:00 学習院 - 東洋大 （明治） 11:00 慶応大 - 東洋大 （学習） 13:00 慶応大 - 明治大 （学芸） 11:00 学習院 - 慶応大 （明治） 11:00 15:30 学芸大 - 学習院 （中央）

13:00 学芸大 - 慶応大 (東洋) 13:00 学芸大 - 東洋大 （慶応） 13:00 中央大 - 東洋大 （学習） 13:00

15:00 学芸大 - 明治大 (東洋)

9:00 帝京大 - 明星大 （成蹊） 9:00 文教湘 - 成蹊大 （帝京） 9:00 明星大 - 文教湘 （桜美）

11:00 成蹊大 - 桜美林 （明星） 11:00 文教湘 - 帝京大 （明星） 11:00 文教湘 - 桜美林 （明星）

13:00 成蹊大 - 帝京大 （桜美） 13:00 明星大 - 成蹊大 （桜美） 13:00 明星大 - 桜美林 （文教）

15:00 桜美林 - 帝京大 （成蹊）

時間

 異なる

9:00 実践女 - 成蹊大 （桜美） 9:00 日本大 - 桜美林 （実践） 10:00

11:00 日本大 - 成蹊大 （実践） 11:00 実践女 - 日本大 （成蹊） 12:00

13:00 実践女 - 桜美林 （日大） 13:00 成蹊大 - 桜美林 （日大） 14:00

15:00 B面は練習会場 15:00 B面は練習会場
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台風の為

江戸川ソフトボール場 中央大学軟式野球場中央大学一般F
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東京富士大学 東京富士大学 早稲田大学
9月29日の第3試合目

早稲田大学 早稲田大学 東京富士大学 早稲田大学
9月15日の試合 9月30日の試合
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