
レッド(Red) ブルー(Blue) ラウンドＡ(RoundA) ラウンドＢ(RoundB)
1 同志社（doshisha)１ 慶應(keio)２ 日本語１(J1) 立命館（Ritsumeikan)２ 東京（Tokyo)２
2 上智（Sophia)１ 東京（Tokyo)１ 日本語２(J2) 学習院（Gakushuin)２ 慶應（Keio)１
3 東北（Tohoku)１ 早稲田（Waseda)１ 日本語１(J1) 早稲田（Waseda)１ 慶應（Keio)２
4 北海道（Hokkaido) 立命館（Ritsumeikan)１ 日本語２(J2) 京都（Kyoto)２ 立命館（Ritsumeikan)１
5 大阪（Osaka)１ オーストラリア(Australia) 北海道（Hokkaido) 日本語(J) 立命館（Ritsumeikan)１ 名古屋（Nagoya)
6 一橋（Hitotsubashi)２ 早稲田(Waseda)３ 日本語１(J1) 慶應（Keio)２ 京都（Kyoto)２
7 九州(Kyushu)１ 学習院(Gakushuin)１ 日本語２(J2) 東京（Tokyo)２ 早稲田（Waseda)１
8 大阪（Osaka)２ 早稲田（Waseda)２ 英語１(E1) 名古屋（Nagoya)１ 学習院（Gakushuin)
9 上智（Sophia)２ 名古屋(Nagoya) 英語２(E2) 立命館（Ritsumeikan)１ オーストラリア（Australia)
10 一橋（Hitotsubashi)１ 京都（Kyoto)１ 日本語１(J1) 京都（Kyoto)１ 学習院（Gakushuin)１
11 同志社（doshisha)２ 東京(Tokyo)２ 日本語２(J2) 早稲田（Waseda)３ 東京（Tokyo)１
12 中央（Chuo)１ 立命館(Ritsumeikan)２ 英語(E) 立命館（Ritsumeikan)２ 名古屋（Nagoya)１
13 東北（Tohoku)２ 京都（Kyoto)２ 日本語１(J1) オーストラリア（Australia) 学習院（Gakushuin)２
14 九州（Kyushu)２ 慶應(keio)１ 日本語２(J2) 早稲田（Waseda)２ 立命館（Ritsumeikan)２
15 中央(Chuo)２ 学習院（Gakushuin)２ 英語(E) 東京（Tokyo) 慶應（Keio)
1 九州(Kyushu) 1 京都(Kyoto) 日本語１(J1) 学習院（Gakushuin)１ 早稲田（Waseda)３
2 同志社（doshisha）１ 名古屋（Nagoya)１ 日本語２(J2) 慶應（Keio)１ オーストラリア（Australia)
3 上智（Sophia)３ 学習院(Gakushuin) 英語１(E1) 京都（Kyoto) 立命館（Ritsumeikan)２
4 大阪（Osaka) 東京(Tokyo) 英語２(E2) 名古屋（Nagoya)２ 東京（Tokyo)
5 九州(Kyushu)２ 名古屋(Nagoya)２ 日本語１(J1) 東京（Tokyo)１ 早稲田（Waseda)２
6 一橋(Hitotsubashi) 立命館(Ritsumeikan)２ 日本語２(J2) 名古屋（Nagoya) 京都（Kyoto)１
7 上智（Sophia)２ オーストラリア(Australia) 英語１(E1) 慶應（Keio) 立命館（Ritsumeikan)１
8 同志社（doshisha）２ 立命館(Ritsumeikan)１ 英語２(E2) オーストラリア（Australia) 京都（Kyoto)
9 上智（Sophia)１ 慶應(keio) 英語３(E3) 学習院（Gakushuin) 名古屋（Nagoya)２

ラウンドB（ＲｏｕｎｄＢ） レッド(Red) ブルー(Blue) ラウンドＡ ラウンドＢ
1 大阪（Osaka)２ 立命館（Ritsumeikan)２ 日本語１(J1) 北海道（Hokkaido) 東北（Tohoku)２
2 東北（Tohoku)１ 慶應（Keio)２ 日本語２(J2) 中央（Chuo)１ 大阪（Osaka)２
3 九州（Kyushu)２ オーストラリア(Australia) 英語１(E1) 同志社（Doshisha)２ 上智（Sophia)１
4 一橋（Hitotsubashi)１ 学習院（Gakushuin)１ 英語２(E2) 一橋（Hitotsubashi) 九州（Kyushu)１
5 東北（Tohoku)２ 立命館（Ritsumeikan)１ 日本語１(J1) 一橋（Hitotsubashi)１ 上智（Sophia)２
6 中央（Chuo)１ 東京（Tokyo)２ 日本語２(J2) 東北（Tohoku)２ 同志社（Doshisha)１
7 九州（Kyushu)１ 早稲田（Waseda)３ 英語（E) 九州（Kyushu)１ 上智（Sophia)２
8 上智（Sophia)２ 京都（Kyoto)１ 日本語１(J1) 上智（Sophia)１ 一橋（Hitotsubashi)２
9 中央（Chuo)２ 慶應（Keio)１ 日本語２(J2) 同志社（Dohisya)２ 中央（Chuo)１
10 同志社（doshisha)１ 京都（Kyoto)２ 英語(E) 大阪（Osaka) 九州（Kyushu)２
11 大阪（Osaka)１ 学習院（Gakushuin)２ 日本語１(J1) 東北（Tohoku)１ 同志社（Doshisha)２
12 上智（Sophia)１ 早稲田（Waseda)２ 日本語２(J2) 大阪（Osaka)２ 上智（Sophia)１
13 北海道（Hokkaido) 名古屋（Nagoya) 日本語３(J3) 一橋（Hitotsubashi)２ 九州（Kyushu)１
14 一橋（Hitotsubashi)２ 東京（Tokyo)１ 日本語(J) 大阪（Osaka)１ 九州（Kyushu)２
15 同志社（doshisha)２ 早稲田（Waseda)１ 英語（E) 上智（Sophia)２ 同志社（Doshisha)２
1 上智（Sophia)３ 名古屋（Nagoya)２ 日本語１(J1) 九州（Kyushu)２ 中央（Chuo)２
2 一橋（Hitotsubashi) 名古屋（Nagoya)１ 日本語２(J2) 同志社（doshisha）１ 東北（Tohoku)１
3 九州（Kyushu)１ 立命館（Ritsumeikan)２ 英語(E) 上智（Sophia)１ 大阪（Osaka)
4 同志社（doshisha)２ オーストラリア(Australia) 日本語１(J1) 九州（Kyushu)１ 一橋（Hitotsubashi)１
5 上智（Sophia)２ 京都（Kyoto) 日本語２(J2) 中央（Chuo)２ 大阪（Osaka)１
6 大阪（Osaka) 慶應（Keio) 英語（E) 上智（Sophia)３ 同志社（Dohisha)１
7 上智（Sophia)１ 立命館（Ritsumeikan)１ 日本語(J) 上智（Sophia)２ 北海道（Hokkaido)
8 同志社（doshisha)１ 学習院（Gakushuin) 英語１(E1) 同志社（Dohisha)1 一橋（Hitotsubashi)
9 九州（Kyushu)２ 東京（Tokyo) 英語２(E2) 九州（Kyushu)２ 上智（Sophia)３
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