
2012年　第9回サントリーカップ２３区予選、進行・対戦表 
7:20 役員・スタッフ集合,グランドメイク他開始 8:00 レフリーミーティング 8:20 受付終了

8:30 代表者会議 8:45 開会式 9:10 　試合開始 予選（５－１－５）

Aグランド Bグランド Cグランド Dグランド

チーフ 原木 レフリー　福田 チーフ　中村 レフリー　小出 チーフ　高橋 レフリー　田畑 チーフ　小杉 レフリー　土屋　二川

9:10 A3 レッツとくまる       　＿ A5　久原 B3　徳丸       　＿ B5　久原 C3　徳丸       　＿ Ｃ5　久原 D1①　慶應       　＿ D１②　

フレンズ トライ・（協） サムライファルコンズ ガッツフェニックス トライ・（協） アイスドラゴンズ ガールズ7 谷中・（協） ファイヤードラゴンズ ティガーズＡ 谷中ジ・（協） じゅんのふじ

9:25 A2　慶應       　＿ A4　 B2　慶應       　＿ B4　田原小 C2　ひかり C4　田原小 D２①　ひかり       　＿ D２②　久原

ティガーズＢ レッツ・久サ バルサレアル ティガーズＣ 徳ガ・久ア サンダーゲートⅠ きっずくらぶ 徳７・久フ サンダーゲートⅡ きっずくらぶブルー 慶應Ａ・じゅん ゴッドファルコンズ

9:40 A1　トライ・アタック       　＿ A3 レッツとくまる Ｂ1　トライ・アタック       　＿ B3　徳丸 C1　       　＿ C3　徳丸 D1①　慶應       　＿ D1③　久原

ライズ 慶應Ｂ・バルサ フレンズ トラスト 慶應Ｃ・田原Ⅰガッツフェニックス 谷中ＴＦ ひかり・田原Ⅱガールズ7 ティガーズＡ ひかり・久ゴ ショーリーズ

9:55 A4　       　＿ A5　久原 B4　田原小       　＿ B5　久原 C4　田原小       　＿ Ｃ5　久原 D２①　ひかり       　＿ D2③　谷中

バルサレアル トライ・レッツ サムライファルコンズ サンダーゲートⅠ トライ・徳ガ アイスドラゴンズ サンダーゲートⅡ 谷中・徳７ ファイヤードラゴンズ きっずくらぶブルー 慶應Ａ・久シ ジンジャーズ

10:10 A1　トライ・アタック       　＿ A2　慶應 Ｂ1　トライ・アタック       　＿ B2　慶應 C1　       　＿ C2　ひかり D１②　       　＿ D1③　久原

ライズ バルサ・久サ ティガーズＢ トラスト 田原Ⅰ・久ア ティガーズＣ 谷中ＴＦ 田原Ⅱ・久フ きっずくらぶ じゅんのふじ ひかり・谷中 ショーリーズ

10:25 A3 レッツとくまる       　＿ A4　 B3　徳丸       　＿ B4　田原小 C3　徳丸       　＿ C4　田原小 D２②　久原       　＿ D2③　谷中

フレンズ トライ・慶應Ｂ バルサレアル ガッツフェニックス トライ・慶應Ｃ サンダーゲートⅠ ガールズ7 谷中・ひかり サンダーゲートⅡ ゴッドファルコンズ じゅん・久シ ジンジャーズ

10:40 A1　トライ・アタック       　＿ A5　久原 Ｂ1　トライ・アタック       　＿ B5　久原 C1　       　＿ Ｃ5　久原 D1　1位       ＿ D2　２位

ライズ レッツ・バルサ サムライファルコンズ トラスト 徳ガ・田原Ⅰ アイスドラゴンズ 谷中ＴＦ 徳７・田原Ⅱ ファイヤードラゴンズ  各3位

10:55 A2　慶應       　＿ A3 レッツとくまる B2　慶應       　＿ B3　徳丸 C2　ひかり       　＿ C3　徳丸 D2　1位       ＿ D1　２位

ティガーズＢ トライ・久サ フレンズ ティガーズＣ トライ・久ア ガッツフェニックス きっずくらぶ 谷中・久フ ガールズ7 前の試合

11:10 A1　トライ・アタック       　＿ A4　 Ｂ1　トライ・アタック       　＿ B4　田原小 C1　       　＿ C4　田原小 D1　1位       ＿ D2　3位

ライズ 慶應Ｂ・レッツ バルサレアル トラスト 慶應Ｃ・徳ガ サンダーゲートⅠ 谷中ＴＦ ひかり・徳７ サンダーゲートⅡ 前の試合

11:25 A2　慶應       　＿ A5　久原 B2　慶應       　＿ B5　久原 C2　ひかり       　＿ Ｃ5　久原 D2　1位       ＿ D1　3位

ティガーズＢ トライ・バルサ サムライファルコンズ ティガーズＣ トライ・田原Ⅰ アイスドラゴンズ きっずくらぶ 谷中・田原Ⅱ ファイヤードラゴンズ 前の試合

11:40       　＿       　＿ D1　2位       ＿ D2　3位 D2　2位       ＿ D1　3位

ひかり・久フ 各1位

午後は順位に応じてカップ（１、２位）、プレート（３位～６位）トーナメントに分かれる。（試合時間は全て７－１－７分）

プレート－１ プレート－２ プレート－３ プレート－４

12:40 Cグループ       　＿ Ｄグループ Dグループ       　＿ Ｃグループ Ａグループ       　＿ Ｄグループ Bグループ       　＿ Aグループ
13:00 ４位 （協）・Ａ３ ５位 ４位 （協）・Ｂ３ ５位 ４位 （協）・Ｄ３ ６位 ４位 （協）・Ｃ３ ５位

カップ－１ カップ－２ カップ－３ カップ－４

13:05 Aグループ       　＿ Bグループ Cグループ       　＿ Dグループ Bグループ       　＿ Cグループ Dグループ       　＿ Aグループ
13:25 １位 Ｃ４・Ｄ５ ２位 １位 Ｄ４・Ｃ５ ２位 １位 Ａ４・Ｄ６ ２位 １位 Ｂ４・Ａ５ ２位

プレート－５ プレート－６ プレート7 プレート8
13:30 Aグループ       　＿ プレート１ Bグループ       　＿ プレート２ Ｄグループ       　＿ Ｂグループ Ｃグループ       　＿ プレート４
13:50 ３位 Ａ１・Ｂ２ 勝者 ３位 Ｃ１・Ｄ２ 勝者 ３位 Ｂ１・Ｃ２ 5位 ３位 Ｄ１・Ａ２ 勝者

カップ準決勝 カップ準決勝 プレート９
13:55 カップ１       　＿ カップ２ カップ３       　＿ カップ４ プレート7       　＿ プレート３
14:15 勝者 Ａ３・プ１勝勝者 勝者 Ｂ３・プ２勝 勝者 勝者 Ｃ３・プ４勝勝者

プレート準決勝 プレート準決勝

14:25 プレート５       　＿ プレート６ プレート９       　＿ プレート８
14:45 勝者 カ１勝・カ２勝 勝者 勝者 カ３勝・カ４勝 勝者

カップ決勝 カップ３４位戦 プレート決勝

14:55 カップ準決勝       　＿ カップ準決勝 カップ準決勝       　＿ カップ準決勝 プレート準決       　＿ プレート準決

15:15 勝者 （協）・福田 勝者 敗者 （協）・小出 敗者 勝者 （協）・田畑 勝者
15:30 表彰式・閉会式



 第9回　サントリーカップ　23区予選対戦組み合わせ表

グループ　A A1　トライアタック　ライズ A2 慶應ティガーズＢ A3 レッツとくまるフレンズ A4 バルサレアル A5　久原サムライファルコンズ 勝 　　負 分 点 順位

A1 トライアタック　ライズ ＊ ＊ ＊ ＊ 

A2 慶應ティガーズＢ ＊ ＊ ＊ ＊ 

A3 レッツとくまるフレンズ ＊ ＊ ＊ ＊ 

A4 バルサレアル ＊ ＊ ＊ ＊ 

A5　久原サムライファルコンズ ＊ ＊ ＊ ＊ 

グループ　B Ｂ１トライアタック　トラスト B2 慶應ティガーズＣ B3 徳丸ガッツフェニックス B4 田原小サンダーゲートⅠ B5 久原アイスドラゴンズ 勝 　　負 分 点 順位

Ｂ１トライアタック　トラスト ＊ ＊ ＊ ＊ 

B2 慶應ティガーズＣ ＊ ＊ ＊ ＊ 

B3 徳丸ガッツフェニックス ＊ ＊ ＊ ＊ 

B4 田原小サンダーゲートⅠ ＊ ＊ ＊ ＊ 

B5 久原アイスドラゴンズ ＊ ＊ ＊ ＊ 

グループ　C C1 谷中ＴＦ C2 ひかりきっずくらぶ C3 徳丸ガールズ７ C4 田原小サンダーゲートⅡ C5 久原ファイヤードラゴンズ 勝 　　負 分 点 順位

C1 谷中ＴＦ ＊ ＊ ＊ ＊ 

C2 ひかりきっずくらぶ ＊ ＊ ＊ ＊ 

C3 徳丸ガールズ７ ＊ ＊ ＊ ＊ 

C4 田原小サンダーゲートⅡ ＊ ＊ ＊ ＊ 

C5 久原ファイヤードラゴンズ ＊ ＊ ＊ ＊ 

グループ　D１ D① 慶應ティガーズＡ D② じゅんのふじ D③ 久原ショーリーズ 勝 　　負 分 点 順位

D① 慶應ティガーズＡ ＊ ＊

D② じゅんのふじ ＊ ＊

D③ 久原ショーリーズ ＊ ＊

グループ　D２ D① ひかりきっずくらぶブルー D② 久原ゴッドファルコンズ D③ 谷中ジンジャーズ 勝 　　負 分 点 順位

D① ひかりきっずくらぶブルー ＊ ＊

D② 久原ゴッドファルコンズ ＊ ＊

D③ 谷中ジンジャーズ ＊ ＊

グループ　D１プレーオフ D１ 1位 D２ 2位 D２ 3位 勝 　　負 分 点 順位

D１ 1位 ＊ ＊

D２ 2位 ＊ ＊

D２ 3位 ＊ ＊

グループ　D２　プレーオフ D２ 1位 D１ 2位 D１ 3位 勝 　　負 分 点 順位

D２ 1位 ＊ ＊

D１ 2位 ＊ ＊

D１ 3位 ＊ ＊



A１

Aグランド
カップ－１

13:05
B2

Aグランド
カップ準決勝

13:55
C1 敗者３・４位決定戦へ

Bグランド
カップ-2

13:05
D2

カップ優勝

Aグランド
カップ決勝

B１ 14:55
カップ準優勝

Cグランド
カップ-3

13:05
C２

Bグランド
カップ準決勝

13:55
D１ 敗者３・４位決定戦へ

Dグランド
カップ-4 Bグランド
13:05 ３・４位決定戦

A２ 14:55
第３位

第４位





A３

Aグランド
プレート－５

C4 13:30

Aグランド
プレート－１

D5 12:40
プレート準決勝

Aグランド
14:25

B3

Ｂグランド
プレート‐6

D４ 13:30 プレート優勝
Ｂグランド
プレート‐２

12:40
C5 プレート準優勝

プレート決勝
Ｃグランド

D3 14:55

Cグランド
プレート-７

B5 13:30
Cグランド
プレート-９

13:55
A4

Cグランド
プレート-3

D6 12:40 プレート準決勝
Ｂグランド

14:25

B4

Dグランド
プレート‐４

A5 12:40 Ｄグランド
プレートー８

13:30

C3


