
試合時間5分-1分-5分　引き分けあり（フレンドリーマッチは7分1本）
各プール1位はカップトーナメント進出
順位決定方法：①勝ち点の多い順②得失点差の多い順③総得点の多い順④総失点の少ない順
①→②→③→④の順で決定する。全てにおいて同点の場合は抽選を行う

ワイルドカード：全ﾌﾟｰﾙ2位のチームから上位2チームは、カップトーナメント進出
ワイルドカード決定方法（W1・W２）①勝ち点の多い順②得失点差の多い順③総得点の多い順④総失点の少ない順
①→②→③→④の順で決定する。全てにおいて同点の場合は抽選を行う

勝ち点：勝（３）引き分け（２）負け（１）棄権（０）
西東京RSクローバー 七国ミニリッツ いずみの森ユナイテッドタイガース 勝点合計 得点合計 失点合計 得点ー失点 順位

A9：00 A9:30

A9：00 A10:00

A9:30 A10:00

勝ち点：勝（３）引き分け（２）負け（１）棄権（０）
新宿チャレスポスパイダーズ 七国稲妻スピリッツ いずみの森ユナイテッドラビッツ 勝点合計 得点合計 失点合計 得点ー失点 順位

B9:00 B930

B9:00 B10:00

B930 B10:00

勝ち点：勝（３）引き分け（２）負け（１）棄権（０）
朝日小サンダーコング いずみの森ユナイテッドベアーズ 小柳ライトニングスBURST 勝点合計 得点合計 失点合計 得点ー失点 順位

C9:00 C9：30

C9:00 C10:00

C9：30 C10:00

勝ち点：勝（３）引き分け（２）負け（１）棄権（０）
朝日小レッドシューズ いずみの森ユナイテッドドラゴンズ 小柳ライトニングスAttack 勝点合計 得点合計 失点合計 得点ー失点 順位

D9:00 D9:30

D9:00 D10:00

D9:30 D10:00

勝ち点：勝（３）引き分け（２）負け（１）棄権（０）
七国スピリッツ いずみの森ユナイテッドミニベアーズ 小柳ライトニングスCLIME 勝点合計 得点合計 失点合計 得点ー失点 順位

A9:15 A9:45

A9:15 A10:15

A9:45 A10:15

勝ち点：勝（３）引き分け（２）負け（１）棄権（０）
七国侍スピリッツ いずみの森ユナイテッドライオンズ 小柳ライトニングスDynamite 勝点合計 得点合計 失点合計 得点ー失点 順位

B9:15 B9:45

B9:15 B10:15

B9:45 B10:15

Aﾌﾟｰﾙ

1

2

3

西東京RSクローバー

七国ミニリッツ

いずみの森ユナイテッ
ドタイガース - -

Bﾌﾟｰﾙ

1
新宿チャレスポスパイ

ダーズ

2 七国稲妻スピリッツ -

- -3
いずみの森ユナイテッ

ドラビッツ

Cﾌﾟｰﾙ

1 朝日小サンダーコング

Dﾌﾟｰﾙ

1 朝日小レッドシューズ

- -

2
いずみの森ユナイテッ

ドベアーズ

3
小柳ライトニングス

BURST

-

Eﾌﾟｰﾙ

2
いずみの森ユナイテッ

ドドラゴンズ

3
小柳ライトニングス

Attack - -

3
小柳ライトニングス

CLIME

1 七国スピリッツ

Fﾌﾟｰﾙ

1 七国侍スピリッツ

2
いずみの森ユナイテッ

ドミニベアーズ

-

-

- -

- -

-2
いずみの森ユナイテッ

ドライオンズ

- -

- -

-

-

-

- -

-

-

-

-

- -

-

-

- -3
小柳ライトニングス

Dynamite



２０１２年　第９回サントリーカップ多摩地区予選予選、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

7:45 レフリーミーティング

8:00 受付開始

8:30 代表者会議

8:45 開会式

9:00 試合開始

試合時間は５－１－５ 引き分けあり（フレンドリーマッチは7分1本)　　勝ち点：勝（３）引き分け（２）負け（１）

Aグランド Bグランド Cグランド Dグランド

チーフ チーフ チーフ チーフ

レフリー レフリー レフリー レフリー

9:00 A1西東京RS       　＿ A2 B1新宿       　＿ B2七国 C1朝日小       　＿ C2いずみの森 D1朝日小       　＿ D2いずみの森

クローバー 七国ミニリッツ チャレスポスパイダーズ 稲妻スピリッツ サンダーコング ユナイテッドベアーズ レッドシューズ ユナイテッドドラゴンズ

9:15 E1       　＿ E2いずみの森 F1       　＿ F2いずみの森       　＿

七国スピリッツ ユナイテッドミニベアーズ 七国侍スピリッツ ユナイテッドライオンズ

9:30 A1西東京RS       　＿ A3いずみの森 B1新宿       　＿ B3いずみの森 C1朝日小       　＿ C3小柳 D1朝日小       　＿ D3小柳

クローバー ユナイテッドタイガース チャレスポスパイダーズ ユナイテッドラビッツ サンダーコング ライトニングスBURST レッドシューズ ライトニングスAttack

9:45 E1       　＿ E3小柳 F1       　＿ F3小柳       　＿       　＿

七国スピリッツ ライトニングスCLIME 七国侍スピリッツ ライトニングスDynamite

10:00 A2       　＿ A3いずみの森 B2七国       　＿ B3いずみの森 C2いずみの森       　＿ C3小柳 D2いずみの森       　＿ D3小柳

七国ミニリッツ ユナイテッドタイガース 稲妻スピリッツ ユナイテッドラビッツ ユナイテッドベアーズ ライトニングスBURST ユナイテッドドラゴンズ ライトニングスAttack

10:15 E2いずみの森       　＿ E3小柳 F2いずみの森       　＿ F3小柳       　＿       　＿

ユナイテッドミニベアーズ ライトニングスCLIME ユナイテッドライオンズ ライトニングスDynamite

Aグランド Bグランド Cグランド Dグランド

カップ１ カップ２ カップ３ カップ４

10:45 Aﾌﾟｰﾙ1位       　＿ Eﾌﾟｰﾙ1位 Bﾌﾟｰﾙ1位       　＿ Fﾌﾟｰﾙ1位 Cﾌﾟｰﾙ1位       　＿ Wｶｰﾄﾞ1位 Dﾌﾟｰﾙ1位       　＿ Wｶｰﾄﾞ2位

フレンドリーマッチ１ フレンドリーマッチ２ フレンドリーマッチ３ フレンドリーマッチ４

11:00       　＿       　＿       　＿       　＿

11:10 カップ準決勝 カップ準決勝 フレンドリーマッチ５

カップ１       　＿ カップ２ カップ３       　＿ カップ４
勝者 勝者 勝者 勝者

11:35 カップ決勝 カップ3・４位決定戦

カップ準決勝       　＿ カップ準決勝 カップ準決勝       　＿ カップ準決勝

勝者 勝者 敗者 敗者

11:50 表彰式・閉会式



第９回サントリーカップ「多摩地区予選大会」カップトーナメント組み合わせ
Aﾌﾟｰﾙ1位

Aグランド

カップ－１

10:45
Eﾌﾟｰﾙ1位

Aグランド
カップ準決勝

11:10
Bﾌﾟｰﾙ1位 敗者３・４位決定戦へ

Bグランド

カップ-2

10:45
Fﾌﾟｰﾙ1位

カップ優勝

Aグランド
カップ決勝

Cﾌﾟｰﾙ1位 11:35

カップ準優勝

Cグランド
カップ-3

10:45
Wｶｰﾄﾞ1位

Bグランド
カップ準決勝

11:10
D１ 敗者３・４位決定戦へ

Dグランド
カップ-4 Bグランド

10:45 ３・４位決定戦

Wｶｰﾄﾞ2位 11:35
第３位

第４位


