
男子の部（６４校）　秋季リーグ　２０１５
早稲田大学 中央大学 日本体育大学
明治大学 東海大学 國學院大學
法政大学 立教大学 東京経済大学

慶應義塾大学 東洋大学 順天堂大学
城西大学 芝浦工業大学 専修大学
文教大学 帝京大学 千葉商科大学

国士舘大学 筑波大学 東京学芸大学
神奈川大学 玉川大学 東京大学
日本大学 駒澤大学 茨城大学

首都大学東京 東京理科大学 都留文科大学
青山学院大学 東京都市大学 埼玉大学
高崎経済大学 一橋大学 山梨大学
宇都宮大学 学習院大学 横浜国立大学
成蹊大学 群馬大学 獨協大学

（健康科学大学）　※棄権 千葉大学 東京工業大学
上智大学 大東文化大学 防衛大学校

明治学院大学 （山梨学院大学）　※棄権 関東学院大学
立正大学 白鷗大学 淑徳大学

東京農工大学 国際医療福祉大学 武蔵野大学
工学院大学 東京薬科大学 明星大学

神奈川工科大学 東京外国語大学 電気通信大学
千葉工業大学
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2015 リーグ参加校
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4位 5位 6位または昇格

男子の部（６５校）　春季リーグ　２０１５
日本体育大学 早稲田大学 中央大学

明治大学 法政大学 東海大学
東京経済大学 立教大学 國學院大學

東洋大学 慶應義塾大学 順天堂大学
文教大学 専修大学 帝京大学
城西大学 国士舘大学 芝浦工業大学
日本大学 東京学芸大学 千葉商科大学

神奈川大学 筑波大学 玉川大学
東京大学 青山学院大学 茨城大学
駒澤大学 東京理科大学 首都大学東京
一橋大学 高崎経済大学 山梨大学

東京都市大学 埼玉大学 都留文科大学
健康科学大学 宇都宮大学 横浜国立大学

群馬大学 成蹊大学 学習院大学
防衛大学校 千葉大学 東京工業大学

大東文化大学 上智大学 獨協大学
立正大学 関東学院大学 白鷗大学

明治学院大学 東京農工大学 山梨学院大学
（中央学院大学）　※棄権 淑徳大学 武蔵野大学

工学院大学 東京薬科大学 国際医療福祉大学
東京外国語大学 神奈川工科大学 明星大学
電気通信大学 二松學舎大学 千葉工業大学
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女子の部（５９校）　春季リーグ　２０１５
早稲田大学 東京女子体育大学 立教大学

東京経済大学 日本体育大学 日本女子体育大学
明治大学 和洋女子大学 慶應義塾大学

昭和学院短期大学 東海大学 文教大学
青山学院大学 白鷗大学 順天堂大学

筑波大学 東京学芸大学 城西大学
都留文科大学 明治学院大学 茨城大学

帝京大学 宇都宮大学 群馬大学
高崎経済大学 法政大学 立正大学

国際医療福祉大学 埼玉大学 東京家政大学
神奈川大学 淑徳大学 首都大学東京
獨協大学 玉川大学 千葉大学

（横浜国立大学）　※棄権 上智大学 東京農工大学
國學院大學 成蹊大学 山梨大学

東京理科大学 学習院大学 津田塾大学
一橋大学 武蔵野大学 国士舘大学

東京外国語大学 東京都市大学 （桜美林大学）　※棄権

関東学院大学 駒澤大学 東京女子大学
（東京工業大学）　※棄権 東京大学 明星大学
（国際武道大学）　※棄権 東京薬科大学 （千葉商科大学）　※棄権

大東文化大学 電気通信大学
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女子の部（５８校）　秋季リーグ　２０１５
早稲田大学 東京女子体育大学 立教大学

日本体育大学 東京経済大学 明治大学
日本女子体育大学 慶應義塾大学 昭和学院短期大学

文教大学 和洋女子大学 青山学院大学
東海大学 東京学芸大学 筑波大学

順天堂大学 白鷗大学 都留文科大学
城西大学 群馬大学 明治学院大学
帝京大学 茨城大学 法政大学

宇都宮大学 国際医療福祉大学 立正大学
埼玉大学 高崎経済大学 神奈川大学

東京家政大学 玉川大学 獨協大学
首都大学東京 千葉大学 國學院大學

淑徳大学 上智大学 山梨大学
東京農工大学 成蹊大学 学習院大学
武蔵野大学 一橋大学 国士舘大学
津田塾大学 東京理科大学

東京女子大学 関東学院大学 東京都市大学
駒澤大学 東京外国語大学 大東文化大学

東京薬科大学 明星大学 東京大学
電気通信大学 東京工業大学
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