
◆2018年度ミニ県大会日程表 9月27日
（Ｖer．14）

10月７日（日）横山公園グランド 管理 相模原 13:00～16:30 13：00～16：00

学年 レフリー 学年 レフリー

第1試合 13:00 ３年 麻生B YCA 相模原 ４年 相模原B 麻生B 海老名

第2試合 13:30 ３年 YCB 相模原C 麻生 ４年 相模原C さがみ南 ＹＣ

第3試合 14:00 ３年 麻生A 相模原B ＹＣ ４年 海老名 麻生A 相模原

第4試合 14:30 ３年 麻生B 相模原A ４年 相模原A YC 麻生

第5試合 15:00 ５年 相模原A 麻生A 川崎 ６年 厚木 相模原B 麻生

第6試合 15:35 ５年 相模原B 麻生B 川崎 ６年 相模原A 麻生川崎 厚木

16:20

10月８日（月祝）大津公園球技場 管理 横須賀市 8:30～17:00 9：30～16：30

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 10:00 ３年 横浜E 鎌倉D 横須賀市 ３年 横須賀D 小田原 横浜

第２試合 10:30 ３年 鎌倉C 横浜D 小田原 ３年 横須賀C 逗子葉山 横浜

第３試合 11:00 ３年 横須賀B 横浜C 逗子葉山 ４年 横須賀A 鎌倉A 横浜

第４試合 11:30 ３年 横須賀A 横浜B 鎌倉 ４年 横浜F 横須賀B 鎌倉

第５試合 12:00 ３年 横浜A 鎌倉A 横須賀 ４年 小田原平塚 逗子葉山B 横浜

第６試合 12:30 ３年 横須賀CD 鎌倉B ４年 横浜AB 鎌倉B

第７試合 13:00 ４年 横浜CD 逗子葉山Ａ ４年 横浜E 募集中

第８試合 13:30 ５年 横須賀A 横浜A 鎌倉 ６年 鎌倉B 横須賀A 横浜

第９試合 14:05 ５年 鎌倉A 横須賀B 横浜 ６年 横須賀B 鎌倉C 田園

第１０試合 14:40 ５年 鎌倉B 横浜BCD ６年 鎌倉A 田園 横須賀

10月８日（月祝）三菱重工Ｇに変更 管理 相模原

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 930 ４年 藤沢A 厚木 大和 ４年 グリーンB 秦野 藤沢

第２試合 1000 ４年 藤沢C 大和A グリーン ４年 グリーンA 茅ヶ崎B 田園

第３試合 1030 ４年 藤沢D 田園B 厚木 ４年 グリーンC 藤沢E 茅ヶ崎

第４試合 1100 ４年 藤沢B 大和Ｂ ４年 田園A 茅ヶ崎A 秦野

第５試合 1130 ５年 茅ヶ崎B 厚木 大和 ６年 小田原平塚 大和さがみ南B 秦野

第６試合 1205 ５年 大和さがみ南 茅ヶ崎A 厚木 ６年 茅ヶ崎A 秦野 大和

第７試合 1240 ６年 厚木 茅ヶ崎Ｂ ６年 グリーンB 大和さがみ南A 茅ヶ崎

第８試合 中止 ６年 募集中 グリーンA ５年 募集中 募集中

1330

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）

完全撤収

中止中止

完全撤収



10月14日（日）海の公園なぎさグランド 管理 横浜 13:00～17:00 13：30～16：30

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 13:30 ４年 藤沢B 横浜D 海老名 ４年 横須賀A 厚木 横浜

第２試合 14:00 ４年 海老名 横浜B 鎌倉 ４年 さがみ南 藤沢E 横須賀

第３試合 14:30 ４年 鎌倉B 横浜C ＹＣ ４年 藤沢D 横須賀B 横浜

第４試合 15:00 ４年 YC 横浜A 藤沢 ４年 藤沢A 鎌倉A

第５試合 15:30 ４年 藤沢C 横浜E 横須賀 ４年 横浜F 募集中

10月14日（日）大津公園球技場 管理 横須賀市 13:00～17:00 13：00～16：30

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 13:00 ３年 横須賀A 鎌倉B 藤沢 ３年 藤沢Ｄ 茅ヶ崎Ｂ

第２試合 13:30 ３年 横須賀C 藤沢C 鎌倉 ３年 田園A 茅ヶ崎A ＹＣ

第３試合 14:00 ３年 横須賀B 藤沢B 田園 ３年 鎌倉C 田園B 横須賀

第４試合 14:30 ３年 横須賀D 田園C 藤沢 ３年 鎌倉D YCA 茅ヶ崎

第５試合 15:00 ３年 募集中 募集中 ３年 藤沢A 鎌倉A 横須賀

10月14日（日）ギオンスクエア 管理 相模原 8:00～17:00 9：00～16：30

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 10:00 ３年 横浜C 麻生A 相模原 ４年 茅ヶ崎B 麻生A 相模原

第２試合 10:30 ３年 麻生B 横浜E 相模原 ４年 相模原A 茅ヶ崎A 麻生

第３試合 11:00 ３年 横浜A 相模原A ４年 相模原ＢC 麻生B

第４試合 11:30 ３年 横浜B 相模原B ３年 横浜D 相模原C

第５試合 12:00 ５年 川崎A 藤沢A 茅ヶ崎 ６年 相模原A 秦野 横浜

第６試合 12:35 ５年 藤沢B 茅ヶ崎A 川崎 ６年 海老名 相模原B 秦野

第７試合 13:10 ５年 茅ヶ崎B 藤沢C 相模原 ６年 横浜A グリーンA 海老名

第８試合 13:45 ５年 相模原Ａ 藤沢Ａ ６年 グリーンB 横浜B 藤沢

第９試合 14:20 ５年 藤沢Ｂ 川崎Ｂ ６年 厚木 藤沢B 横浜

第１０試合 14:55 ５年 相模原Ｂ 川崎Ａ ６年 鎌倉A 藤沢A 厚木

第１１試合 15:30 ６年 横浜Ｃ 鎌倉ＢＣ ６年 茅ヶ崎A YC 鎌倉

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）



10月21日（日）大和スポーツセンター 管理 大和 9:00～16:30 10：00～16：30

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 10:00 ３年 横須賀A 相模原A 大和 ４年 川崎B 大和A 秦野

第２試合 10:30 ３年 鎌倉B 大和A 横須賀 ４年 川崎A 秦野 大和

第３試合 11:00 ３年 横須賀B 相模原B グリーン ４年 川崎C 大和B 秦野

第４試合 11:30 ３年 グリーンB 相模原C 鎌倉 ３年 鎌倉C 大和B 横須賀

第５試合 12:00 ３年 グリーンA 横須賀C 相模原 ３年 鎌倉A 横須賀ＡＢＤ

第６試合 12:30 ５年 横浜A グリーン 大和 ６年 横浜A 藤沢A 海老名

第７試合 13:05 ５年 横浜B 大和さがみ南 グリーン ６年 海老名 厚木 横浜

第８試合 13:40 ５年 横浜D 厚木 海老名 ６年 横浜C 藤沢B 厚木

第９試合 14:15 ５年 横浜C 海老名 厚木 ６年 小田原平塚 横須賀B 横浜

第１０試合 14:50 ６年 大和さがみ南A 横浜B 小田原 ６年 茅ヶ崎A 麻生川崎 横須賀

第１１試合 15:25 ６年 横須賀A 海老名 ６年 茅ヶ崎B 大和さがみ南B 麻生

10月28日（日）ギオンスクエア 管理 相模原 8:00～17:00 9：00～16：30

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 10:00 ５年 相模原A 海老名 麻生 ５年 鎌倉A 田園A 相模原

第２試合 10:35 ５年 田園B 相模原B 鎌倉 ５年 鎌倉B 麻生B 田園

第３試合 11:10 ４年 相模原A 横浜A 大和 ４年 横浜C グリーンB 相模原

第４試合 11:40 ５年 相模原AB 藤沢 ５年 麻生A 鎌倉AB

第５試合 12:10 ３年 藤沢　A 横浜A 川崎 ４年 相模原B 横浜D グリーン

第６試合 12:40 ３年 川崎A 横浜D 藤沢 ４年 横浜B グリーンA 相模原

第７試合 13:10 ３年 川崎B 横浜E 逗子葉山 ４年 相模原C グリーンC 横浜

第８試合 13:40 ３年 逗子葉山 藤沢　C 横浜 ４年 大和A 横浜E グリーン

第９試合 14:10 ３年 藤沢Ｂ 川崎ＡＢ ４年 横浜Ｆ 逗子葉山Ｂ

第１０試合 14:40 ３年 相模原A 横浜B 川崎 ４年 小田原平塚 大和B 藤沢

第１１試合 15:10 ３年 相模原B 横浜C 藤沢 ４年 藤沢A 逗子葉山A 鎌倉

第１２試合 15:40 ３年 相模原C 藤沢　D 横浜 ４年 厚木 鎌倉A 茅ヶ崎

第１３試合 16:10 ４年 鎌倉Ｂ 藤沢ＢＣＤ ４年 YC 茅ヶ崎A 厚木

Ｂ面（本部からみて右）A面（本部から見て左）

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）



11月4日（日）成城学園伊勢原グランド 管理 麻生 9:00～17:00 10：00～16：00

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 9:30 ３年 麻生A 藤沢B 川崎 ４年 麻生A 横浜B 藤沢

第２試合 10:00 ３年 麻生B 川崎B 藤沢 ４年 藤沢B 麻生B 横浜

第３試合 10:30 ３年 鎌倉A 田園A 麻生 ４年 横浜A 藤沢A

第４試合 11:00 ３年 川崎A 田園B 鎌倉 ４年 横浜CD 藤沢C

第５試合 11:30 ３年 藤沢Ａ 鎌倉Ｂ ４年 横浜ＥＦ 藤沢Ｄ

第６試合 12:00 ３年 藤沢ＣＤ 鎌倉ＣＤ ６年 大和さがみ南B 鎌倉C 茅ヶ崎

第７試合 12:35 ６年 麻生川崎 YC 鎌倉 ６年 茅ヶ崎B 横須賀B 大和

第８試合 13:10 ５年 横浜C 麻生A ＹＣ ６年 大和さがみ南Ａ 鎌倉Ｂ 横須賀

第９試合 13:45 ５年 横浜B YC 麻生 ６年 茅ヶ崎Ａ 鎌倉Ａ

第１０試合 14:20 ５年 横須賀A グリーン 横浜 ６年 グリーンB 横須賀A 藤沢

第１１試合 14:55 ６年 横浜A 田園 厚木 ６年 藤沢A グリーンA 横浜

第１２試合 15:30 ５年 横浜Ａ 麻生Ｂ ６年 横浜C 厚木 田園

第１３試合 16:05 ５年 横須賀Ｂ 横浜Ｄ ６年 横浜Ｂ 藤沢Ｂ

11月4日（日）池子の森400トラック 管理 逗子葉山 13:00～16:30 14：00～16：00

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 14:00 ４年 川崎A グリーンB 逗子葉山 ３年 茅ヶ崎B 逗子葉山 横須賀

第２試合 14:30 ４年 横須賀A 逗子葉山A 川崎 ３年 茅ヶ崎Ａ 横須賀ＡＢ

第３試合 15:00 ４年 川崎B グリーンA ４年 横須賀Ｂ 逗子葉山Ｂ

第４試合 15:30 ４年 グリーンＣ 川崎Ｃ ４年 逗子葉山Ａ 川崎ＡＢ

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）



11月11日（日）海老名運動公園陸上競技場 管理 海老名 9:00～16:00 10：00～15：30

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 10:00 ３年 小田原 海老名 茅ヶ崎 ４年 茅ヶ崎Ａ 募集中

第２試合 10:30 ４年 茅ヶ崎B 海老名 小田原 募集中 募集中

第３試合 11:00 ５年 海老名 麻生A 大和 ６年 麻生川崎 秦野 海老名

第４試合 11:35 ５年 大和さがみ南 YC 海老名 ６年 藤沢A 田園 麻生

第５試合 12:10 ５年 麻生B 藤沢AB ６年 藤沢B 海老名 田園

11月11日（日）ギオンスクエア 管理 相模原 8:00～16:30 9：00～16：00

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 9:00 ３年 藤沢A 田園A グリーン ４年 相模原B 藤沢B 田園

第２試合 9:30 ３年 藤沢C グリーンA 大和 ４年 相模原C 藤沢E 鎌倉

第３試合 10:00 ３年 藤沢D グリーンB 田園 ４年 相模原A 田園A 藤沢

第４試合 10:30 ３年 田園B 大和B 相模原 ４年 藤沢A 鎌倉A 相模原

第５試合 11:00 ３年 藤沢B 相模原B グリーン ４年 田園Ｂ 藤沢Ｄ

第６試合 11:30 ３年 相模原A 大和A 藤沢 ４年 藤沢C 川崎B 相模原

第７試合 12:00 ３年 田園Ｃ 相模原C ４年 川崎A 鎌倉B 藤沢

第８試合 12:30 ５年 鎌倉A 川崎B 横浜 ４年 小田原平塚 川崎C 川崎

第９試合 13:05 ５年 横浜D 茅ヶ崎B 川崎 ６年 茅ヶ崎A 相模原A 横浜

第１０試合 13:40 ５年 川崎A 横浜A 相模原 ６年 横浜C 相模原B 茅ヶ崎

第１１試合 14:15 ５年 横浜C 相模原A 鎌倉 ６年 茅ヶ崎B 小田原平塚 横須賀

第１２試合 14:50 ５年 鎌倉B 相模原B 茅ヶ崎 ６年 横須賀A 横浜B 相模原

第１３試合 15:25 ５年 横浜B 茅ヶ崎A 相模原 ６年 横浜Ａ 横須賀B

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）



11月18日（日）海の公園なぎさグランド 管理 横浜 9:00～17:00 10：00～16：00

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 9:45 ３年 横浜E YCA 田園 ４年 茅ヶ崎A 横浜A 川崎

第２試合 10:15 ３年 横浜A 田園A 藤沢 ４年 茅ヶ崎B 横浜B 麻生

第３試合 10:45 ３年 横浜D 田園B ＹＣ ４年 川崎A 横浜C 茅ヶ崎

第４試合 11:15 ３年 横浜C 藤沢B 小田原 ４年 麻生B 横浜D 田園

第５試合 11:45 ３年 小田原 田園C 横浜 ４年 麻生Ａ 募集中

第６試合 12:15 ３年 横浜Ｂ 藤沢A ４年 川崎B 横浜E ＹＣ

第７試合 12:45 ４年 逗子葉山A 厚木 横浜 ４年 田園B 横浜F 川崎

第８試合 13:15 ４年 逗子葉山B 川崎C 厚木 ４年 田園A YC 横浜

第９試合 13:45 ６年 横浜C 海老名 藤沢 ５年 横浜A 藤沢A 鎌倉

第１０試合 14:15 ６年 横浜B 鎌倉B 海老名 ５年 横浜B 藤沢B 茅ヶ崎

第１１試合 14:50 ６年 横浜A 鎌倉A 藤沢 ５年 横浜D 藤沢C 鎌倉

第１２試合 15:25 ６年 茅ヶ崎B 鎌倉C 横浜 ５年 横浜Ｃ 藤沢Ａ

第１３試合 16:00 ６年 茅ヶ崎A 募集中 募集中 募集中

11月18日（日）ギオンスクエア 管理 相模原 8:00～16:30 9：00～16：00

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 10:00 ３年 相模原A 鎌倉B 川崎 ４年 海老名 グリーンA 秦野

第２試合 10:30 ３年 川崎B 鎌倉D 茅ヶ崎 ４年 鎌倉B 秦野 グリーン

第３試合 11:00 ３年 鎌倉A 茅ヶ崎A 藤沢 ４年 相模原B グリーンB

第４試合 11:30 ３年 茅ヶ崎B 藤沢C 相模原 ４年 相模原C グリーンC

第５試合 12:00 ３年 相模原Ｃ 川崎Ａ ４年 相模原A 鎌倉Ａ

第６試合 12:30 ３年 相模原Ｂ 鎌倉Ｃ ６年 相模原A YC グリーン

第７試合 13:10 ３年 相模原A 藤沢D ６年 田園 グリーンA 相模原

第８試合 13:45 ５年 田園B 麻生B 川崎 ６年 相模原B 藤沢B 田園

第９試合 14:20 ５年 川崎B 田園A 麻生 ６年 藤沢Ａ 相模原A

第１０試合 14:45 ５年 相模原B 麻生Ａ ６年 グリーンB 田園

第１１試合 15:20 ５年 麻生B 川崎Ａ ５年 田園ＡＢ 相模原A

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）



11月23日（祝金）秋葉台グランド 管理 藤沢 9:00～17:00 10：00～16：00

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 10:00 ３年 藤沢A 茅ヶ崎A ＹＣ ３年 田園C 海老名 大和

第２試合 10:30 ３年 茅ヶ崎B グリーンA 川崎 ３年 大和A 横浜B 藤沢

第３試合 11:00 ３年 YCB 藤沢D 茅ヶ崎 ３年 川崎A 大和B 横浜

第４試合 11:30 ３年 藤沢Ｂ 田園Ｂ ３年 藤沢Ｃ グリーンＢ

第５試合 12:00 ３年 横浜ＡＣ 田園Ａ ３年 横浜ＤＥ 川崎Ｂ

第６試合 12:30 ４年 麻生A グリーンA 鎌倉 ４年 横須賀A 藤沢A 横浜

第７試合 13:00 ４年 麻生Ｂ 横浜Ｄ ４年 横須賀B 田園B 藤沢

第８試合 13:30 ４年 鎌倉B グリーンB 麻生 ４年 横浜A 田園A 横須賀

第９試合 14:00 ４年 さがみ南 グリーンC 逗子葉山 ４年 横浜F 藤沢D 秦野

第１０試合 14:30 ４年 逗子葉山B 大和B グリーン ４年 横浜C 秦野 田園

第１１試合 15:00 ４年 逗子葉山A 鎌倉A 横浜 ４年 横浜Ａ 藤沢Ｂ

第１２試合 15:30 ４年 大和Ａ 横浜Ｂ ４年 横浜Ｅ 藤沢Ｃ

11月23日（祝金）大津公園球技場 管理 横須賀市 13:00～17:00 13：00～16：00

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 13:00 ６年 横須賀A 大和さがみ南A グリーン ６年 小田原平塚 鎌倉C ＹＣ

第２試合 13:35 ６年 鎌倉A グリーンA 大和 ５年 川崎A 横須賀A 藤沢

第３試合 14:10 ６年 大和さがみ南B 横須賀B 鎌倉 ５年 グリーン 藤沢A 横須賀

第４試合 14:45 ６年 グリーンB 鎌倉B ＹＣ ５年 横須賀B 川崎B グリーン

第５試合 15:20 ６年 YC 秦野 グリーン ５年 藤沢B YC 川崎

第６試合 15:55 募集中 募集中 ５年 藤沢Ｃ グリーン

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）



11月25日（日）大津公園球技場 管理 横須賀市 8:30～17:00 9：30～16：00

学年 レフリー 学年 レフリー

第１試合 9:30 ３年 横須賀A 大和A 麻生 ３年 川崎B YCA 横浜

第２試合 10:00 ３年 横須賀B 麻生A 海老名 ３年 大和B 横浜D 逗子葉山

第３試合 10:30 ３年 横須賀D 海老名 横浜 ３年 逗子葉山 グリーンA 鎌倉

第４試合 11:00 ３年 横浜A 茅ヶ崎A 横須賀 ３年 川崎A 鎌倉C 麻生

第５試合 11:30 ３年 横須賀C 茅ヶ崎B グリーン ３年 麻生B 鎌倉D 横浜

第６試合 12:00 ３年 YCB グリーンB 茅ヶ崎 ３年 横浜B 鎌倉B 横須賀

第７試合 12:30 ３年 横浜Ｃ 鎌倉Ａ ３年 横浜Ｅ グリーンAB

第８試合 13:00 ５年 YC 茅ヶ崎A 川崎 ５年 横須賀A 藤沢A 大和

第９試合 13:35 ５年 川崎A グリーン 藤沢 ５年 大和さがみ南 藤沢B 田園

第１０試合 14:10 ５年 藤沢C 厚木 茅ヶ崎 ５年 田園B 鎌倉B 横須賀

第１１試合 14:45 ５年 茅ヶ崎Ｂ 川崎Ｂ ５年 横須賀B 田園A 鎌倉

第１２試合 15:20 ５年 鎌倉Ａ 大和さがみ南 ５年 グリーン 田園ＡＢ

A面（本部から見て左） Ｂ面（本部からみて右）


