
チーム スコア チーム チーム スコア チーム

9:30 相模原ＲＳ　①  0  - 20 長野市少年少女ＲＳ　① 麻生ＲＳ　① 20 - 25 宇都宮市少年ＲＳ

9:55 大和ＣＣＲＳ　①  0  - 65 佐野少年ＲＣ／館林ＲＳ ﾌﾞﾚｰﾌﾞﾙｰﾊﾟｽ府中JRC　① 25 - 20 栃木市ＲＳ

10:20 京都プログレR.F.C　① 35 - 10 大和ＣＣＲＳ　② 鎌倉ＲＳ　① 45 -  5 川口ＲＳ／西東京　①

10:45 kiwi's 30 -  5 高崎ＲＣ 麻生ＲＳ　②  5  - 35 長野市少年少女ＲＳ　②

11:10 相模原ＲＳ　②  0  - 50 かえでＲＳ 厚木ＲＳ 40 -  0 ﾌﾞﾚｰﾌﾞﾙｰﾊﾟｽ府中JRC　②

11:35 京都プログレR.F.C　② 65 -  0 鎌倉ＲＳ　② 宇都宮市少年ＲＳ 30 - 15 相模原ＲＳ　①

12:00 麻生ＲＳ　① 10 - 25 ﾌﾞﾚｰﾌﾞﾙｰﾊﾟｽ府中JRC　① 長野市少年少女ＲＳ　① 75 -  0 大和ＣＣＲＳ　①

12:25 佐野少年ＲＣ／館林ＲＳ 30 -  5 川口ＲＳ／西東京　② 京都プログレR.F.C　① 15 - 25 山梨県ＲＳ

12:50 栃木市ＲＳ  5  - 50 川口ＲＳ／西東京　① 大和ＣＣＲＳ　②  0  - 35 中条ＲＳ

13:15 みなとＲＳ　① 25 - 10 鎌倉ＲＳ　① 江戸川区ＲＳ 65 -  0 相模原ＲＳ　②

13:40 みなとＲＳ　② 10 - 30 かえでＲＳ ﾌﾞﾚｰﾌﾞﾙｰﾊﾟｽ府中JRC　②  5  - 45 kiwi's

14:05 高崎ＲＣ 25 - 10 麻生ＲＳ　② 長野市少年少女ＲＳ　②  0  - 35 京都プログレR.F.C　②

14:30 川口ＲＳ／西東京　② 35 - 15 鎌倉ＲＳ　② 厚木ＲＳ 50 -  0 みなとＲＳ　①

14:55 江戸川区ＲＳ 35 - 25 中条ＲＳ 山梨県ＲＳ  0  - 35 みなとＲＳ　②

チーム スコア チーム チーム スコア チーム

8:30 Kiwis 中止 鎌倉ＲＳ　① 京都プログレR.F.C　① 中止 相模原ＲＳ　①

8:55 相模原ＲＳ　② 中止 山梨県ＲＳ 京都プログレR.F.C　② 中止 ﾌﾞﾚｰﾌﾞﾙｰﾊﾟｽ府中JRC　①

9:20 江戸川区ＲＳ 中止 鎌倉ＲＳ　② 大和ＣＣＲＳ　① 中止 ﾌﾞﾚｰﾌﾞﾙｰﾊﾟｽ府中JRC　②

9:45 宇都宮市少年ＲＳ 中止 かえでＲＳ 相模原ＲＳ　① 中止 佐野少年ＲＣ／館林ＲＳ

10:10 中条ＲＳ 中止 栃木市ＲＳ 大和ＣＣＲＳ　② 中止 高崎ＲＣ

※kiwi's =　伏見ＲＳ

7月２０日　高学年　対戦表（Ａグランド）
高学年　A-１グランド 高学年　A-2グランド

7月２１日　高学年　対戦表（Ａグランド）
高学年　A-１グランド 高学年　A-2グランド



チーム スコア チーム チーム スコア チーム チーム スコア チーム

9:30 相模原ＲＳ　① 25 -  0 鎌倉ＲＳ　① 川口ＲＳ　① 40 - 10 大和ＣＣＲＳ　① 13:15 kiwi's 30 - 20 大和ＣＣＲＳ　①

9:55 みなとＲＳ　①  5  - 45 kiwi's 京都プログレR.F.C　①  0  - 50 大和ＣＣＲＳ　② 13:40 みなとＲＳ　① 60 - 15 鎌倉ＲＳ　①

10:20 江東ＲＣ　①  5  - 70 鎌倉ＲＳ　② 麻生ＲＳ　① 10 - 55 かえでＲＳ　① 14:05 みなとＲＳ　②  5  - 35 大和ＣＣＲＳ　②

10:45 相模原ＲＳ　② 65 -  0 江戸川区ＲＳ 麻生ＲＳ　② 30 - 15 鎌倉ＲＳ　③ 14:30 江東ＲＣ　② 70 -  0 京都プログレR.F.C　②

11:10 西東京ＲＳ　① 25 - 10 大和ＣＣＲＳ　③ みなとＲＳ　②  5  - 55 京都プログレR.F.C　② 14:55 川口ＲＳ　② 20 - 55 宇都宮市少年ＲＳ　①

11:35 相模原ＲＳ　③ 25 - 20 江東ＲＣ　② みなとＲＳ　③ 10 - 30 川口ＲＳ　② 15:20 みなとＲＳ　③ 25 - 10 宇都宮市少年ＲＳ　②

12:00 かえでＲＳ　② 20 - 55 宇都宮市少年ＲＳ　① 麻生ＲＳ　③  5  - 25 高崎ＲＣ　①

12:25 西東京ＲＳ　② 45 -  5 宇都宮市少年ＲＳ　② 常総ジュニアＲＣ　① 45 -  5 高崎ＲＣ　②

12:50 山梨県ＲＳ 35 - 20 栃木市ＲＳ／中条ＲＳ 常総ジュニアＲＣ　②  0  - 60 佐野少年ＲＣ／館林ＲＳ チーム スコア チーム

13:15 都留ＲＳ  0  - 75 長野市少年少女ＲＳ かえでＲＳ　① 70 - 10 川口ＲＳ　① 15:20 大和ＣＣＲＳ　③ 70 -  5 長野市少年少女ＲＳ

13:40 麻生ＲＳ　① 45 -  5 江東ＲＣ　① 西東京ＲＳ　①  0  - 45 相模原ＲＳ　①

14:05 麻生ＲＳ　② 30 - 20 常総ジュニアＲＣ　① 京都プログレR.F.C　① 10 - 30 相模原ＲＳ　②

14:30 江戸川区ＲＳ 20 - 35 常総ジュニアＲＣ　② 西東京ＲＳ　② 65 -  5 高崎ＲＣ　① チーム スコア チーム

14:55 栃木市ＲＳ／中条ＲＳ 15 - 20 かえでＲＳ　② 鎌倉ＲＳ　② 50 - 10 高崎ＲＣ　② 15:20 相模原ＲＳ　③ 20 - 30 佐野少年ＲＣ／館林ＲＳ

15:20 麻生ＲＳ　③ 35 - 15 都留ＲＳ 鎌倉ＲＳ　③ 40 - 10 山梨県ＲＳ

チーム スコア チーム チーム スコア チーム チーム スコア チーム

8:30 京都プログレR.F.C　① ― 山梨 鎌倉ＲＳ　① 中止 都留ＲＳ 9:45 宇都宮市少年ＲＳ　① 中止 常総ジュニアＲＣ　②

8:55 京都プログレR.F.C　② ― 江戸川 鎌倉ＲＳ　② 中止 かえでＲＳ　① 10:10 佐野少年ＲＣ／館林ＲＳ 中止 鎌倉ＲＳ　①

9:20 Kiwis ― 江東ＲＣ　① 鎌倉ＲＳ　③ 中止 常総ジュニアＲＣ　①

9:45 大和ＣＣＲＳ　① ― 高崎ＲＣ　① 相模原１ 中止 栃木市ＲＳ／中条ＲＳ

10:10 大和ＣＣＲＳ　② ― 江東ＲＣ　② 相模原２ 中止 かえでＲＳ　②

10:35 大和ＣＣＲＳ　③ ― 宇都宮市少年ＲＳ　② 相模原３ 中止 高崎ＲＣ　②

【中学年の試合会場について】

　　中学年は参加チームが多数のため、上記の対戦表のとおり、一部の試合を７月２０日はＢ－３・４グランドとＡグランド、７月２１日はＢ－３・４グランドで行いますので、

　　当該チームは間違いのなきよう各グランドへの集合をお願いします。

※kiwi's =　伏見ＲＳ

中学年　Ｂ-１グランド 中学年　Ｂ-2グランド

7月２０日　中学年　対戦表（Ｂグランド）
中学年　Ｂ-３・４グランド

7月２１日　中学年　対戦表（Ｂグランド）

7月２０日　中学年　対戦表（Ｂグランド）
中学年　Ｂ-１グランド 中学年　Ｂ-2グランド

7月２０日　中学年　対戦表（Ａグランド）

7月２１日　中学年　対戦表（Ｂグランド）
中学年　Ｂ-３・４グランド

中学年　A-２グランド

7月２０日　中学年　対戦表（Ａグランド）

中学年　A-1グランド



チーム スコア チーム チーム スコア チーム

9:30 長野市少年少女ＲＳ 10 - 95 江東ＲＣ　① みなとＲＳ　①  5  - 65 常総ジュニアＲＣ　①

9:55 常総ジュニアＲＣ　② 35 - 65 江東ＲＣ　② みなとＲＳ　② 20 - 55 麻生ＲＳ

10:20 かえでＲＳ  5  - 75 西東京ＲＳ　① みなとＲＳ　③ 60 - 20 江戸川区ＲＳ

10:45 中条ＲＳ／佐野ＲＳ／館林ＲＳ 15 - 40 西東京ＲＳ　② みなとＲＳ　④ 30 - 55 長野市少年少女ＲＳ

11:10 江東ＲＣ　① 70 - 20 みなとＲＳ　① 常総ジュニアＲＣ　① 35 - 30 麻生ＲＳ

11:35 常総ジュニアＲＣ　② 60 - 40 みなとＲＳ　② 西東京ＲＳ　① 15 - 60 江東ＲＣ　②

12:00 かえでＲＳ 20 - 50 みなとＲＳ　③ 中条ＲＳ／佐野ＲＳ／館林ＲＳ 20 - 30 江戸川区ＲＳ

12:25 西東京ＲＳ　② 70 - 40 みなとＲＳ　④

チーム スコア チーム チーム スコア チーム

8:30 江東ＲＣ　① 中止 中条ＲＳ 常総ジュニアＲＣ　① 中止 かえでＲＳ

8:55 江東ＲＣ　② 中止 山梨県ＲＳ／佐野ＲＳ／館林ＲＳ 常総ジュニアＲＣ　② 中止 江戸川区ＲＳ

7月２１日　低学年　対戦表（Ｂグランド）

低学年　B-３グランド 低学年　B-4グランド

7月２０日　低学年　対戦表（Ｂグランド）

低学年　Ｂ-3グランド 低学年　Ｂ-4グランド


