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日にち 場所 マッチコミッショナー
日にち 場所 マッチコミッショナー
９月１８日（日） 横河三鷹Ｇ ＭＣ：青山悟

第１試合（Ｕ１５） 第２試合（Ｕ１5） 9：50キックオフ
昭島・武蔵野 12 vs 73 練馬RS 世田谷RS 46 vs 0 多摩R&BJRC

Ref. 佐々木（小） Ref. 吉原（武）
第3試合（Ｕ１3） 第２試合（Ｕ１３） 11：00キックオフ 第3試合（Ｕ１3）

昭島・武蔵野 12 vs 15 練馬RS 世田谷RS 5 vs 0 練馬RS 昭島・武蔵・多摩R&B 12 vs 15 練馬RS
Ref. 若松（練） Ref. 若松（練） Ref. 若松（練）

東芝府中事業所　ＭＣ：多米
第１試合（Ｕ１５） 10：00キックオフ 第２試合（Ｕ１３） 10：50キックオフ

府中JRC 45 vs 0 西東京RS 府中JRC 西東京RS
参考試合 Ref. 多米（府） Ref.

日にち 場所 マッチコミッショナー
９月１９日（月） 一橋大学G ＭＣ：松下武司

第１試合（Ｕ１５） 第２試合（Ｕ１３）
小金井RS 5 vs 28 ベイ東京RS 小金井RS 41 vs 5 ベイ東京RS

Ref. 生永（八） Ref. 佐々木（小）
日にち 場所 マッチコミッショナー
９月２５日（日） 横河三鷹Ｇ ＭＣ：松下武司

第１試合（Ｕ１５） 第２試合（Ｕ１３）
小金井RS 0 vs 83 ワセダクラブ 小金井RS 21 vs 7 ワセダクラブ

Ref. 岡村（府） Ref. 佐々木（小）
上柚木競技場 ＭＣ：佐々木幹夫
第１試合（Ｕ１５） 10：00キックオフ 第２試合（Ｕ１３） 10：50キックオフ 第３試合（Ｕ１５） 11：30キックオフ

八王子RS 73 vs 0 多摩R&BJRC 八王子RS 7 vs 46 多摩R&BJRC 西東京RS 0 vs 40 ベイ東京RS
Ref. 北野（練） Ref. 高野（西） Ref. 生永（八）

第４試合（Ｕ１３） 12：20キックオフ 第５試合（Ｕ１５） 13：00キックオフ 第６試合（Ｕ１３） 13：50キックオフ
西東京RS ベイ東京RS 世田谷RS 26 vs 24 練馬RS 世田谷RS 26 vs 17 練馬RS

Ref. 高原（八） Ref. 生永（八） Ref. 北野
日にち 場所 マッチコミッショナー
１０月２日（日） 北小岩G ＭＣ：坂東俊明

第１試合（Ｕ１５） 9：00キックオフ 第２試合（Ｕ１３） 9：50キックオフ 第３試合（Ｕ１５） 10：30キックオフ
ベイ東京RS vs ワセダクラブ ベイ東京RS ワセダクラブ 多摩R&BJRC vs 練馬RS

Ref. 田中（べ） Ref. 若松（練） Ref. 生永（八）
第４試合（Ｕ１３） 11：20キックオフ 第５試合（Ｕ１５） 12：00キックオフ 第６試合（Ｕ１３） 12：50キックオフ

多摩R&BJRC vs 練馬RS 八王子RS vs 世田谷RS 八王子RS vs 世田谷RS
Ref. 高原（八） Ref. 北野 Ref. 梅澤（べ）

東芝府中Ｇ ＭＣ：岡村淳
第１試合（Ｕ１５） 第２試合（Ｕ１３）

府中JRC vs 小金井RS 府中JRC vs 小金井RS
Ref. 岡村（府） Ref. 多米（府）

日にち 場所 マッチコミッショナー
１０月９日（日） 北小岩G ＭＣ：坂東俊明

第１試合（Ｕ１５） 10：00キックオフ 第２試合（Ｕ１３） 10：50キックオフ 第３試合（Ｕ１５） 11：30キックオフ
ベイ東京RS vs 府中RS ベイ東京RS vs 府中JRC ワセダクラブ vs 西東京RS

Ref. 生永（八） Ref. 高野（西） Ref. 多米（府）
第４試合（Ｕ１３） 12：20キックオフ 第５試合（Ｕ１５） 13：00キックオフ 第６試合（Ｕ１３） 13：50キックオフ

ワセダクラブ vs 西東京RS 八王子RS vs 昭島・武蔵野 八王子RS vs 昭島・武蔵野
Ref. 岡村（府） Ref. 田中（べ） Ref. 藤浪（べ）

日にち 場所 マッチコミッショナー
１０月１６日（日）大泉高校G ＭＣ：荒木昌実 （北野勝実）

第１試合（Ｕ１５） 12：50キックオフ 第２試合（Ｕ１３） 13：40キックオフ
練馬RS vs 八王子RS 練馬RS vs 八王子RS

Ref. 松下（小） Ref. 北野
第３試合（Ｕ１5） 14：20キックオフ 第４試合（Ｕ１５） 15：10キックオフ

世田谷RS vs 昭島・武蔵野 小金井RS vs 西東京RS
Ref. 生永（八） Ref. 佐々木（小）

東芝府中Ｇ ＭＣ：岡村淳
第１試合（Ｕ１５） 第２試合（Ｕ１３）

府中JRC vs ワセダクラブ 府中JRC vs ワセダクラブ
Ref. 岡村（府） Ref. 多米（府）

日にち 場所 マッチコミッショナー
10月２３日（日） 日野自動車G ＭＣ：岡村淳横内

第１試合（5位同士） 11：00キックオフ 第２試合（4位同士） 11：50キックオフ 第３試合（3位同士） 12：40キックオフ
vs vs vs
Ref. 後日調整 Ref. 後日調整 Ref. 後日調整

第４試合（2位同士） 13：30キックオフ 第５試合（1位同士） 14：20キックオフ
vs vs
Ref. 後日調整 Ref. 後日調整

11:20キックオフ

10：00キックオフ 10:50

10：00キックオフ １０：５０キックオフ

中止

12：30キックオフ 13：20キックオフ

9:00キックオフ

10:40キックオフ

10：00キックオフ 10：50キックオフ

中止


