
レッド(Red) ブルー(Blue) ラウンドＡ（Round A） ラウンドＢ（Round B）
1 中央(Chuo)1 九州(Kyushu)1 ⽇本語1(J1) 九州(Kyushu)1 学習院(Gakushuin)2
2 明治(Meiji)1 ⽴教(Rikkyo)3 ⽇本語2(J2) 東北(Tohoku)1 ⼤阪(Osaka)1
3 中央(Chuo)2 東北(Tohoku)1 英語1(E1) シンガポール国⽴(Singapore)1 ⽴教(Rikkyo)
4 京都(Kyoto) 早稲⽥(Waseda)1 英語2(E2) 東京(Tokyo) 名古屋(Nagoya)
5 モンゴル国⽴(Mongolia)J 早稲⽥(Waseda)2 ⽇本語1(J1) ⼭形(Yamagata) 九州(Kyushu)1
6 北海道(Hokkaido) ⼤阪(Osaka)2 ⽇本語2(J2) 東京(Tokyo)1 ⽴教(Rikkyo)1
7 ⻄南学院(SeinanGakuin) 東京(Tokyo)2 北海道 (Hokkaido) ⽇本語(J) ⼤阪(Osaka)2 ⽴教(Rikkyo)3
8 ⽇本(Nihon) ⽴教(Rikkyo)1 京都 (Kyoto) ⽇本語(J) 早稲⽥(Waseda)1 東京(Tokyo)2
9 ⽴命館(Ritsumeikan) 東北(Tohoku)2 ⽇本語1(J1) ⽴教(Rikkyo)3 早稲⽥(Waseda)2
10 同志社(Doshisha)1 ⼭形(Yamagata) ⽇本語2(J2) ⼤阪(Osaka)1 ⼭形(Yamagata)
11 筑波(Tsukuba) 学習院(Gakushuin)2 ⽇本語3(J3) タシケント国⽴(Tashkent) 学習院(Gakushuin)1
12 上智(Sophia)2 学習院(Gakushuin)1 英語(E) シンガポール国⽴(Singapore)2 九州(Kyushu)
13 明治(Meiji)2 ⼤阪(Osaka)1 ⽇本語(J) 早稲⽥(Waseda)2 東北(Tohoku)2
14 同志社(Doshisha)2 東京(Tokyo)1 英語(E) ⽴教(Rikkyo) チュラロンコン(Chulalongkorn)
15 上智(Sophia)1 九州(Kyushu)2 ⽇本 (Nihon) ⽇本語(J) ⽴教(Rikkyo)1 九州(Kyushu)2
16 上智(Sophia)3 ⽴教(Rikkyo)2 ⽴命館 (Ritsumeikan) ⽇本語(J) 東北(Tohoku)2 東京(Tokyo)1
17 明治(Meiji)3 タシケント国⽴(Tashkent) ⻄南学院 (Seinan Gakuin) ⽇本語(J) 東京(Tokyo)2 ⽴教(Rikkyo)2
1 モンゴル国⽴(Mongolia)E ⽴教(Rikkyo) ⽇本語1(J1) 九州(Kyushu)2 東北(Tohoku)1
2 中央(Chuo)E1 シンガポール国⽴(Singapore)1 ⽇本語2(J2) 学習院(Gakushuin)2 ⼤阪(Osaka)2
3 上智(Sophia) チュラロンコン(Chulalongkorn) ⽇本語3(J3) ⽴教(Rikkyo)2 タシケント国⽴(Tashkent)
4 チーム・オーストラリア(Australia)2 名古屋(Nagoya) 英語(E) チュラロンコン(Chulalongkorn) シンガポール国⽴(Singapore)1
5 明治(Meiji) シンガポール国⽴(Singapore)2 英語1(E1) 九州(Kyushu) シンガポール国⽴(Singapore)2
6 チーム・オーストラリア(Australia)1 九州(Kyushu) 英語2(E2) 名古屋(Nagoya) 東京(Tokyo)
7 中央(Chuo)E2 東京(Tokyo) 筑波 (Tsukuba) ⽇本語(J) 学習院(Gakushuin)1 早稲⽥(Waseda)1

レッド(Red) ブルー(Blue) ラウンドＡ ラウンドＢ
1 中央(Chuo)2 ⼤阪(Osaka)1 ﾁｭﾗﾛﾝｺﾝ(Chulalongkorn) 英語(E) 上智(Sophia) モンゴル国⽴(Mongolia)E
2 明治(Meiji)3 学習院(Gakushuin)1 ⽇本語1(J1) 上智(Sophia)2 明治(Meiji)3
3 同志社(Doshisha)2 ⽴教(Rikkyo)1 ⽇本語2(J2) 筑波(Tsukuba) 中央(Chuo)1
4 ⽇本(Nihon) 九州(Kyushu)2 ⽇本語1(J1) 中央(Chuo)1 同志社(Doshisha)1
5 京都(Kyoto) 東京(Tokyo)2 ⽇本語2(J2) 上智(Sophia)1 ⽇本(Nihon)
6 上智(Sophia)3 タシケント国⽴(Tashkent) 英語(E) チーム・オーストラリア(Australia)1 明治(Meiji)
7 北海道(Hokkaido) ⽴教(Rikkyo)3 名古屋 (Nagoya) 英語(E) チーム・オーストラリア(Australia)2 中央(Chuo)E2
8 中央(Chuo)1 学習院(Gakushuin)2 英語1(E1) 中央(Chuo)E1 上智(Sophia)
9 上智(Sophia)1 東北(Tohoku)1 英語2(E2) 明治(Meiji) チーム・オーストラリア(Australia)1
10 上智(Sophia)2 ⼤阪(Osaka)2 ⽇本語1(J1) 明治(Meiji)2 中央(Chuo)2
11 筑波(Tsukuba) 早稲⽥(Waseda)1 ⽇本語2(J2) 北海道(Hokkaido) 上智(Sophia)2
12 明治(Meiji)2 ⼭形(Yamagata) ⽇本語1(J1) ⽇本(Nihon) 同志社(Doshisha)2
13 ⽴命館(Ritsumeikan) 東京(Tokyo)1 ⽇本語2(J2) 上智(Sophia)3 ⻄南学院(SeinanGakuin)
14 ⻄南学院(SeinanGakuin) ⽴教(Rikkyo)2 ⽇本語3(J3) 明治(Meiji)1 北海道(Hokkaido)
15 モンゴル国⽴(Mongolia)J 東北(Tohoku)2 英語(E) モンゴル国⽴(Mongolia)E 中央(Chuo)E1
16 同志社(Doshisha)1 九州(Kyushu)1 ﾀｼｹﾝﾄ国⽴(Tashkent) ⽇本語(J) 明治(Meiji)3 上智(Sophia)3
17 明治(Meiji)1 早稲⽥(Waseda)2 ⽇本語1(J1) 同志社(Doshisha)2 ⽴命館(Ritsumeikan)
1 チーム・オーストラリア(Australia)2 東京(Tokyo) ⽇本語2(J2) ⻄南学院(SeinanGakuin) 京都(Kyoto)
2 中央(Chuo)E1 ⽴教(Rikkyo) 英語(E) 中央(Chuo)E2 チーム・オーストラリア(Australia)2
3 上智(Sophia) シンガポール国⽴(Singapore)1 ⽇本語1(J1) 中央(Chuo)2 上智(Sophia)1
4 モンゴル国⽴(Mongolia)E チュラロンコン(Chulalongkorn) ⽇本語2(J2) ⽴命館(Ritsumeikan) モンゴル国⽴(Mongolia)J
5 中央(Chuo)E2 名古屋(Nagoya) ⽇本語1(J1) 京都(Kyoto) 筑波(Tsukuba)
6 チーム・オーストラリア(Australia)1 シンガポール国⽴(Singapore)2 ⽇本語2(J2) モンゴル国⽴(Mongolia)J 明治(Meiji)1
7 明治(Meiji) 九州(Kyushu) ⼭形 (Yamagata) ⽇本語(J) 同志社(Doshisha)1 明治(Meiji)2
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