
部 VS  グラウンド 試合時間 ホームチーム 試合結果

1 ○防衛vs昭和● 防衛 13:00 防衛 ３１−５

2 ●日大医vs聖マリ○ 駒沢公園補助 棄権試合 日大医 聖マリ不戦勝

2 ○横市vs慶應● 駒沢公園補助 17:55 横市 １０−０

3 △自治vs群馬△ 駒沢公園補助 棄権試合 自治 両校棄権

1 ○東邦vs筑波● 東邦 14:00 東邦 １３−５

2 △獨協vs日大医△ 東邦 棄権試合 獨協 両校棄権

4 ●鶴見vs明海○ 鶴見 棄権試合 鶴見 明海不戦勝

2 ●聖マリvs慶應○ 熊谷西多目的 12:00 聖マリ ７−２２

3 ○自治vs群馬● 熊谷西多目的 棄権試合 自治 自治不戦勝

4 ○東海vs明海● 熊谷西多目的 14:00 東海 ２３−１７

1 ○東邦vs順天堂● 東邦 12:00 東邦 ５４−０

1 ○帝京vs昭和● 東邦 14:00 帝京 １５−０

2 ○千葉vs獨協● 鶴見 棄権試合 千葉 千葉不戦勝

4 ●鶴見vs東海○ 鶴見 棄権試合 鶴見 東海不戦勝

1 ●筑波vs防衛○ 筑波 13:00 筑波 ７−１９

1 ○東邦vs帝京● 東邦 14:00 東邦 ４１−０

2 ●獨協vs聖マリ○ 東邦 棄権試合 獨協 聖マリ不戦勝

3 ●群馬vs日医○ 群馬 棄権試合 群馬 日医不戦勝

4 ●神歯vs明海○ 神歯 12:00 神歯 ３−２２

1 ○東邦vs昭和● 東邦 棄権試合 東邦 東邦不戦勝

2 ○横市vs日大医● 日歯 棄権試合 横市 横市不戦勝

2 ○慶應vs千葉● 東邦 12:00 慶應 ２６−５

4 ●松戸vs東海○ 日歯 14:00 松戸 １２−１８

1 ○順天堂vs昭和● 順天堂 13:00 順天堂 ２４−１７

1 ○筑波vs帝京● 江戸川臨海 10:15 筑波 ２７ー７

3 ●群馬vs日医○ 群馬 棄権試合 群馬 日医不戦勝

1 ○防衛vs順天堂● 防衛 棄権試合 防衛 防衛不戦勝

2 　●日大医vs慶應○ 日歯 棄権試合 日大医 慶應不戦勝

2 ○横市vs千葉● 日歯 棄権試合 横市 横市不戦勝

4 ○松戸vs神歯● 日歯 13:00 松戸 ４８−３

2 ●獨協vs横市○ 鶴見 棄権試合 獨協 横市不戦勝

4 ●鶴見vs松戸○ 鶴見 棄権試合 鶴見 松戸不戦勝

4 ○東海vs神歯● 鶴見 11:00 東海 ２６−５

1 ○昭和vs筑波● 東邦 棄権試合 昭和 筑波不戦勝

1 ●順天堂vs帝京○ 熊谷西多目的 棄権試合 順天堂 帝京不戦勝

1 ○東邦vs防衛● 東邦 14:00 東邦 １４−７

2 ○聖マリvs千葉● 熊谷西多目的 15:00 聖マリ ０−１２

3 ○日医vs自治● 熊谷西多目的 棄権試合 日医 日医不戦勝

2 ●日大医vs千葉○ 熊谷B 棄権試合 日大医 千葉不戦勝

2 ●獨協vs慶應○ 熊谷B 棄権試合 獨協 慶應不戦勝

1 ●順天堂vs筑波○ 順天堂 棄権試合 順天堂 筑波不戦勝

1 ○防衛vs帝京● 防衛 13:00 防衛 ３８−７

2 ●横市vs聖マリ○ 日歯 12:00 横市 １２−２４

3 ○日医vs自治● 日歯 棄権試合 日医 日医不戦勝

4 ○松戸vs明海● 日歯 14;00 松戸 ４０−７

4 ●鶴見vs神歯○ 神歯 棄権試合 神歯 神歯不戦勝

1-2部 順天堂vs慶應 熊谷B 13:00 順天堂 １２−２４

1-2部 昭和vs横市 日歯 15:30 昭和 １３−１０ 

2-3部 日大医vs自治 棄権試合 日大医 両校棄権

2-3部 獨協vs日医 棄権試合 獨協 獨協棄権

混成チーム名 主 従 従 従
防衛 防衛医 日大歯

日大医 日大医 慈恵
日医 日医 医科歯科 山梨 杏林
松戸 松戸 日歯
神歯 神歯 東歯
明海 明海 埼玉 東薬
昭和 昭和 東医
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