
① 9:00 浦和南 vs. 鳳凰 9:00 ⽴教新座 vs. 東京学館 9:30 聖望学園 vs. 日大豊山 9:00 神村学園 vs. 修徳 ①

② 10:10 東京成徳 vs. 敬愛学園 10:10 浦和⻄ vs. 千葉日大⼀ 10:40 健大高崎 vs. 慶應義塾 10:10 興国 vs. 東海大山形 ②

③ 11:20 鳳凰A2 vs. 敬愛学園A2 11:20 東京学館A2 vs. 千葉日大⼀A2 11:50 日大豊山A2 vs. 慶應義塾A2 11:20 神村学園 vs. 明秀日⽴ ③

④ 12:30 浦和南A2 vs. 東京成徳A2 12:30 ⽴教新座A2 vs. 浦和⻄A2 13:00 聖望学園A2 vs. 健大高崎A2 12:30 興国 vs. 細田学園 ④

⑤ 13:40 東京成徳 vs. 鳳凰 13:40 浦和⻄ vs. 東京学館 14:10 健大高崎 vs. 日大豊山 13:40 修徳 vs. 明秀日⽴ ⑤

⑥ 14:50 浦和南 vs. 敬愛学園 14:50 ⽴教新座 vs. 千葉日大⼀ 15:20 聖望学園 vs. 慶應義塾 14:50 細田学園 vs. 東海大山形 ⑥

⑦ フリー vs. フリー vs. フリー vs. フリー 東海大高輪台 vs. 細田学園 ⑦

① 9:00 京華 vs. 東海大高輪台 9:00 東京成徳 vs. 11:00 浦和⻄ vs. 9:30 慶應義塾 vs. ①

② 10:10 京華B vs. 東海大山形B 10:10 vs. 12:10 vs. 10:40 vs. ②

③ 11:20 修徳A2 vs. 興国 11:20 vs. 13:20 vs. 11:50 vs. ③

④ 12:30 京華B vs. 東海大高輪台B 12:30 vs. 14:30 vs. 13:00 vs. ④

⑤ 13:40 京華 vs. 神村学園 13:40 vs. 15:40 vs. 14:10 vs. ⑤

⑥ 14:50 明秀日⽴ vs. 興国 14:50 vs. vs. vs. ⑥

⑦ フリー vs. フリー vs. vs. vs. ⑦

※ ゲーム終了後は挨拶を⾏わずに選⼿握⼿のみでお願いします。次のゲームは速やかに⼊れ替わってください。 ※ 高輪台 ⇔ 東京成徳 ⇔ 浦和⻄（徒歩または⾛って移動可能です。）
※ 主審は前後半⼊れ替わりで⾏ってください。（資格を持っている⽣徒でも結構です。） ※ 慶応大グラウンドは神奈川県日吉です。
※ 各会場で試合開始時間が違います。ご注意ください。
※ ⽴教新座会場は4日、5新でグラウンドは高尾となりますが、同じ敷地内にあります。

30分ハーフ 30分ハーフ 30分ハーフ 30分ハーフ

浦和南人工芝G ⽴教新座多目的人工芝G 聖望学園下川崎人工芝G 東海大高輪台人工芝G

30分ハーフ 30分ハーフ 30分ハーフ

京華 大原G
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慶應大下田人工芝G

30分ハーフ

東京成徳大原G 浦和⻄G



① 9:00 浦和南 vs. 神村学園 9:00 ⽴教新座 vs. 東京成徳 9:30 聖望学園 vs. 東海大山形 9:00 浦和⻄ vs. 敬愛学園 ①

② 10:10 日大豊山A2 vs. 神村学園A2 10:10 健大高崎 vs. 修徳 10:40 千葉日大⼀A2 vs. 東海大山形A2 10:10 vs. ②

③ 11:20 東京学館 vs. 神村学園 11:20 東京成徳A2 vs. 修徳A2 11:50 東海大高輪台 vs. 東海大山形 11:20 慶應義塾 vs. 浦和⻄ ③

④ 12:30 浦和南 vs. 日大豊山 12:30 ⽴教新座A2 vs. 健大高崎A2 13:00 聖望学園 vs. 千葉日大⼀ 12:30 vs. ④

⑤ 13:40 浦和南A2 vs. 東京学館A2 13:40 健大高崎 vs. 東京成徳 14:10 聖望学園A2 vs. 東海大高輪台A2 13:40 慶應義塾 vs. 敬愛学園 ⑤

⑥ 14:50 東京学館 vs. 日大豊山 14:50 ⽴教新座 vs. 修徳 15:20 東海大高輪台 vs. 千葉日大⼀ 14:50 vs. ⑥

⑦ フリー vs. フリー vs. フリー vs. フリー vs. ⑦

① 9:00 vs. 9:00 東京成徳 vs. 11:00 浦和⻄ vs. 9:30 慶應義塾 vs. ①

② 10:10 京華B vs. 浦和⻄ 10:10 vs. 12:10 vs. 10:40 vs. ②

③ 11:20 京華 vs. 敬愛学園 11:20 vs. 13:20 vs. 11:50 vs. ③

④ 12:30 vs. 12:30 vs. 14:30 vs. 13:00 vs. ④

⑤ 13:40 京華B vs. 13:40 vs. 15:40 vs. 14:10 vs. ⑤

⑥ 14:50 京華 vs. 慶應義塾 14:50 vs. vs. vs. ⑥

⑦ フリー vs. フリー vs. vs. vs. ⑦

※ ゲーム終了後は挨拶を⾏わずに選⼿握⼿のみでお願いします。次のゲームは速やかに⼊れ替わってください。 ※ 高輪台 ⇔ 東京成徳 ⇔ 浦和⻄（徒歩または⾛って移動可能です。）
※ 主審は前後半⼊れ替わりで⾏ってください。（資格を持っている⽣徒でも結構です。） ※ 慶応大グラウンドは神奈川県日吉です。
※ 各会場で試合開始時間が違います。ご注意ください。
※ ⽴教新座会場は4日、5新でグラウンドは高尾となりますが、同じ敷地内にあります。

30分ハーフ 30分ハーフ 30分ハーフ 30分ハーフ

浦和南人工芝G ⽴教新座高校人⼝芝G 聖望学園下川崎人工芝G 東海大高輪台人工芝G
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浦和⻄G

30分ハーフ 30分ハーフ 30分ハーフ

慶應大下田人工芝G京華 大原G 東京成徳大原G


