
１年生版　10チームエントリー【人工芝グラウンド】

プールＡ（G面）

大和RS 昭島RS 麻生RS 海老名RS 西東京RS 順位

大和RS ×

昭島RS ×

麻生RS ×

海老名RS ×

西東京RS ×

プールＢ（H面）

川崎市RS R&B RC 町田RS 多摩RS グリーンRS 順位

川崎市RS ×

R&B RC ×

町田RS ×

多摩RS ×

グリーンRS ×

６分×２（ハーフタイム２分）１試合15分

試合 キックオフ プールA（G面） レフリー キックオフ プールB（H面） レフリー

第１試合 10:40 大和×昭島 グリーン 10:40 川崎市×R&B 西東京

第２試合 10:55 海老名×麻生 川崎市 10:55 町田×多摩 大和

第３試合 11:10 西東京×大和 多摩 11:10 グリーン×川崎市 海老名

第４試合 11:25 昭島×海老名 町田 11:25 R&B×多摩 麻生

第５試合 11:40 麻生×西東京 R&B 11:40 町田×グリーン 昭島

第６試合 11:55 大和×海老名 グリーン 11:55 多摩×川崎市 西東京

チアタイム 12:20～12:35 12:20～12:35

第７試合 12:40 昭島×麻生 川崎市 12:40 R&B×町田 大和

第８試合 12:55 海老名×西東京 R&B 12:55 多摩×グリーン 麻生

第９試合 13:10 麻生×大和 多摩 13:10 川崎市×町田 昭島

第10試合 13:25 西東京×昭島 町田 13:25 グリーン×R&B 海老名

休憩 13:40～14:15

1年生決勝 14:15 大和or麻生

※左のチーム：キックオフ。サイドは、グラウンド図の手前（駐車場側）



２年生版　10チームエントリー【人工芝グラウンド】

プールＡ（E面）

川崎市RS R&B RC 麻生RS 町田RS グリーンRS 順位

川崎市RS ×

R&B RC ×

麻生RS ×

町田RS ×

グリーンRS ×

プールＢ（F面）

大和RS 昭島RS 多摩RS 海老名RS 西東京RS 順位

大和RS ×

昭島RS ×

多摩RS ×

海老名RS ×

西東京RS ×

６分×２（ハーフタイム２分）１試合15分

試合 キックオフ プールA（E面） レフリー キックオフ プールB（F面） レフリー

第１試合 10:40 川崎市×R&B 西東京 10:40 大和×昭島 グリーン

第２試合 10:55 町田×麻生 大和 10:55 多摩×海老名 川崎市

第３試合 11:10 グリーン×川崎市 多摩 11:10 西東京×大和 町田

第４試合 11:25 R&B×町田 大和 11:25 昭島×海老名 麻生

第５試合 11:40 麻生×グリーン 昭島 11:40 多摩×西東京 R&B

第６試合 11:55 川崎市×町田 西東京 11:55 海老名×大和 グリーン

チアタイム 12:20～12:35 12:20～12:35

第７試合 12:40 R&B×麻生 海老名 12:40 昭島×多摩 川崎市

第８試合 12:55 町田×グリーン 多摩 12:55 海老名×西東京 R&B

第９試合 13:10 麻生×川崎市 昭島 13:10 大和×多摩 町田

第10試合 13:25 グリーン×R&B 海老名 13:25 西東京×昭島 麻生

休憩 13:40～14:30

２年生決勝 14:30 川崎市orグリーン

※左のチーム：キックオフ。サイドは、グラウンド図の手前（駐車場側）



３年生版　８チームエントリー【天然芝グラウンド】

プールＡ（C面）

西東京RS 海老名RS 多摩RS グリーンRS 川崎市RS 順位

西東京RS ×

海老名RS ×

多摩RS ×

グリーンRS ×

川崎市RS ×

プールＢ（D面）

昭島RS 麻生RS R&B RC 大和RS 順位

昭島RS ×

麻生RS ×

R&B RC ×

大和RS ×

８分×２（ハーフタイム２分）１試合20分

試合 キックオフ プールA（C面） レフリー キックオフ プールB（D面） レフリー

第１試合 10:40 海老名×西東京 大和 10:40 麻生×昭島 グリーン

第２試合 11:00 多摩×グリーン 麻生 11:00 R&B×大和 川崎市

第３試合 11:20 川崎市×西東京 昭島 11:20

第４試合 11:40 グリーン×海老名 大和 11:40 昭島×R&B 西東京

第５試合 12:00 多摩×川崎市 R&B 12:00

チアタイム 12:20～12:35 12:20～12:35

第６試合 12:35 西東京×グリーン 昭島 12:35 大和×麻生 海老名

第７試合 12:55 海老名×多摩 麻生 12:55

第８試合 13:05 グリーン×川崎市 R&B 13:05 昭島×大和 多摩

第９試合 13:25 西東京×多摩 大和 13:25 R&B×麻生 グリーン

第10試合 13:55 川崎市×海老名 麻生 13:55

休憩 14:15～45

３年決勝 14:45 清水塁氏

※左のチーム：キックオフ。サイドは、グラウンド図の左側（入口と反対側）



４年生版　10チームエントリー【天然芝グラウンド】

プールＡ（A面）

グリーンRS 海老名RS 多摩RS 大和RS 昭島RS 順位

グリーンRS ×

海老名RS ×

多摩RS ×

大和RS ×

昭島RS ×

プールＢ（B面）

町田RS 麻生RS R&B RC 川崎市RS 順位

町田RS ×

麻生RS ×

R&B RC ×

川崎市RS ×

８分×２（ハーフタイム２分）１試合20分

試合 キックオフ プールA（A面） レフリー キックオフ プールB（B面） レフリー

第１試合 10:40 グリーン×海老名 R&B 10:40 町田×麻生 昭島

第２試合 11:00 大和×多摩 麻生 11:00 R&B×川崎市 海老名

第３試合 11:20 昭島×グリーン 町田 11:20

第４試合 11:40 海老名×大和 川崎市 11:40 町田×R&B グリーン

第５試合 12:00 多摩×昭島 麻生 12:00

チアタイム 12:20～12:35 12:20～12:35

第６試合 12:35 大和×グリーン R&B 12:35 麻生×川崎市 多摩

第７試合 12:55 多摩×海老名 川崎市 12:55

第８試合 13:05 昭島×大和 麻生 13:05 川崎市×町田 海老名

第９試合 13:25 グリーン×多摩 川崎市 13:25 R&B×麻生 大和

第10試合 13:55 海老名×昭島 町田 13:55

休憩 14:15～15:05

４年決勝 15:05 清水塁氏

※左のチーム：キックオフ。サイドは、グラウンド図の左側（入口と反対側）


