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5月30日大津グラウンド 版
学年 ﾚﾌﾘｰ 学年 ﾚﾌﾘｰ

第１試合 12:00～12:30 小３ 横須賀Ｃ 横浜Ｄ 横浜 小４ 横須賀Ｃ 鎌倉Ｂ 横須賀
br.11:40 12-3-12 15 15 渡辺 12-3-12 41 12 藤原

第2試合 12:30～13:00 小３ 横須賀Ｂ 横浜Ｃ 横須賀 小４ 横須賀Ｂ 横浜Ｃ 横浜
br.12:00 12-3-12 35 61 神田 12-3-12 26 42 戸簾

第3試合 13:00～13:30 小３ 川崎 横浜Ｂ 横浜 小４ 横須賀Ａ 横浜Ｂ 横浜
br.12:30 12-3-12 20 25 角田 12-3-12 7 50 吉次

第4試合 13:30～14:00 小３ 横須賀Ａ 横浜Ａ 横浜 小４ 鎌倉Ａ 横浜Ａ 鎌倉
br.13:00 12-3-12 0 73 渡辺 12-3-12 46 12 大川

第5試合 14:00～14:40 小５ 鎌倉Ｃ 横浜Ｃ 横浜 小６ 横須賀Ｂ 横浜Ｃ 横須賀
br.13:30 15-3-15 41 0 佐藤 15-3-15 45 19 石戸

第6試合 14:40～15:20 小５ 横須賀B 鎌倉B 横須賀 小６ 鎌倉 横浜Ｂ 鎌倉
br.14:00 15-3-15 7 61 畠山 15-3-15 7 89 太田

第7試合 15:20～16:00 小５ 鎌倉Ａ 横浜Ｂ 鎌倉 小６ 横須賀Ａ 横浜Ａ 横浜
br.14:40 15-3-15 46 14 神山 15-3-15 5 74 遠藤

第8試合 16:00～16:40 小５ 横須賀Ａ 横浜Ａ 横浜
br.15:20 15-3-15 0 119 佐藤

5月30日栗田工業グラウンド
学年 ﾚﾌﾘｰ 学年 ﾚﾌﾘｰ

第１試合 10:00～10:30 小３ 田園Ｄ 海老名 田園 小４ 田園Ｄ 大和Ｂ 大和
br.09:40 12-3-12 56 10 蟹池 12-3-12 52 0 松田

第2試合 10:30～11:00 小３ 田園Ｃ 厚木 田園 小４ 田園Ｃ 海老名 田園
br.10:15 12-3-12 19 46 湯川 12-3-12 80 0 金栄

第3試合 11:00～11:30 小３ 田園Ｂ 大和 田園 小４ 田園Ｂ 大和Ａ 田園
br.10:45 12-3-12 64 0 佐藤 12-3-12 49 10 本橋

第4試合 11:30～12:00 小３ 田園Ａ 海老名 海老名 小４ 田園Ａ 厚木 厚木
br.11:15 12-3-12 89 0 平岡 12-3-12 78 0 小野

第5試合 12:00～12:40 小６ 田園Ｂ 海老名 田園 小５ 田園Ｂ 大和 大和
br.11:45 15-3-15 46 5 糸川 15-3-15 0 47 山口

第6試合 12:40～13:20 小６ 田園Ｃ 大和 大和 小５ 田園Ｃ 秦野 田園
br.12:15 15-3-15 68 0 永田 15-3-15 56 7 池田

第7試合 13:20～14:00 小６ 田園Ａ 厚木 田園 小５ 田園Ａ 海老名 海老名
br.12:55 15-3-15 133 0 糸川 15-3-15 7 24 井上

第8試合 14:00～14:40 小６ 大和 秦野 秦野
br.13:35 15-3-15 36 19 鳥井

注意事項
１．試合前ブリーフィングは、本部席前にて表記の時間（１つ前のゲームのハーフタイム）に行う。

第1試合は、開始時刻20分前とする。

２．レフリーは記載のスクールより選出する。やむおえず調整がつかない場合は担当スクールが責任を
もって他スクールに依頼する。またブリーフィング開始に間に合うよう来場する。

３．試合時間は、小３小４は12-3-12、小５小６は15-3-15とする。また、当日の天候により適宜ｳｫｰﾀｰﾌﾞﾚｲｸをとる。

４．試合開始時刻２分前にポール下に両チーム選手、レフリー、タッチジャッジは集合し、そろってグラウンドに入る。

５．交流試合につき「選手エントリー制度」は行わない。選手交代時はサイドコーチがレフリーに申告する。

６．試合終了後、両チームのサイドコーチはレフリーと点数の照合を行う。
その後、アフターマッチファンクションを行う。アフターマッチファンクションの実施方法は別紙参照のこと。
レフリーは、アフターマッチファンクション終了後、スコアカードを本部に提出する。

７．A面とB面の間は、次の試合のチームの練習場所とし、それ以外の選手、指導員は立ち入らない。

８．各スクールのすべての学年は、同じエリアにて、休憩や荷物置きを行う。
ゲーム終了後、休憩エリアの忘れ物とゴミを持ち帰る。
最後に帰る学年担当者は、「○○スクールのエリアに忘れ物とゴミなし」を本部に報告する。

１０．その他、ルールについては神奈川県協会ローカルルールに基づく。

H22.5.30
Ａ面 Ｂ面

Ａ面 Ｂ面
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6月6日麻溝スポーツ広場
学年 ﾚﾌﾘｰ 学年 ﾚﾌﾘｰ

第１試合 13:00～13:30 小３ 川崎 相模原Ａ 川崎 小４ グリーン 川崎Ａ グリーン
br.1240 12-3-12 12-3-12

第2試合 13:30～14:00 小３ グリーン 相模原Ｂ グリーン 小４ 相模原Ｂ 秦野 相模原
br.13:15 12-3-12 12-3-12

第3試合 14:00～14:30 小３ 秦野 相模原Ｃ 相模原 小４ ＹＣ 川崎Ｂ 川崎
br13:45 12-3-12 12-3-12

第4試合 14:30～15:00 小６ 横浜B 相模原Ｂ 横浜 小４ 相模原Ａ グリーン 相模原
br.14:15 12-3-12 12-3-12

第5試合 15:00～15:30 小６ 横浜A 相模原Ａ 相模原 小５ 横浜C 相模原Ａ 相模原
br14:45 12-3-12 12-3-12

第6試合 15:30～16:00 小６ 横浜C 相模原B 横浜 小５ 横浜B 相模原Ｂ 横浜
br.15:15 12-3-12 12-3-12

第7試合 16:00～16:30 小６ 横浜ABC 相模原A 相模原 小５ 横浜A 相模原ＡＢ 相模原
br15:45 12-3-12 12-3-12

6月13日秋葉台グラウンド
学年 ﾚﾌﾘｰ 学年 ﾚﾌﾘｰ

第１試合 10:00～10:30 小３ 鎌倉Ｃ 藤沢Ｃ 藤沢 小４ 鎌倉Ａ 藤沢Ａ 鎌倉
br.09:40 12-3-12 12-3-12

第2試合 10:30～11:00 小３ 鎌倉Ｂ 麻生Ｂ 麻生 小４ 茅ヶ崎 藤沢Ｂ 茅ヶ崎
br.10:15 12-3-12 12-3-12

第3試合 11:00～11:30 小３ 茅ヶ崎Ｂ 藤沢Ｂ 茅ヶ崎 小４ 麻生Ｂ 鎌倉Ｂ 麻生
br.10:45 12-3-12 12-3-12

第4試合 11:30～12:00 小３ 麻生Ａ 藤沢Ａ 藤沢 小４ 麻生Ａ 藤沢ＡＢ 藤沢
br.11:15 12-3-12 12-3-12

第5試合 12:00～12:40 小３ 鎌倉Ａ 茅ヶ崎Ａ 鎌倉 小５ ＹＣ 鎌倉Ｂ 鎌倉
br.11:45 15-3-15 15-3-15

第6試合 12:40～13:20 小６ 麻生 鎌倉 麻生 小５ グリーン 川崎Ｂ グリーン
br.12:15 15-3-15 15-3-15

第7試合 13:20～14:00 小６ 川崎Ｂ 藤沢Ｂ 川崎 小５ 藤沢Ａ 茅ヶ崎 藤沢
br.12:55 15-3-15 15-3-15

第8試合 14:00～14:40 小６ 相模原Ｂ グリーンＹＣ 相模原 小５ 相模原Ａ 鎌倉Ａ 相模原
br.13:35 15-3-15 15-3-15

第9試合 14:40～15:20 小６ 川崎Ａ 茅ヶ崎 茅ヶ崎 小５ 麻生 川崎Ａ 川崎
br.14:15 15-3-15 15-3-15

第10試合 15:20～16:00 小６ 相模原Ａ 藤沢Ａ 藤沢 小５ 藤沢Ｂ 鎌倉Ｃ 鎌倉
br.14:55 15-3-15 15-3-15

第1１試合 16:00～16:40 小５ 相模原Ｂ 茅ヶ崎 茅ヶ崎
br.15:35 15-3-15

注意事項
１．試合前ブリーフィングは、本部席前にて表記の時間（１つ前のゲームのハーフタイム）に行う。

第1試合は、開始時刻20分前とする。

２．レフリーは記載のスクールより選出する。やむおえず調整がつかない場合は担当スクールが責任を
もって他スクールに依頼する。またブリーフィング開始に間に合うよう来場する。

３．試合時間は、小３小４は12-3-12、小５小６は15-3-15とする。また、当日の天候により適宜ｳｫｰﾀｰﾌﾞﾚｲｸをとる。

４．試合開始時刻２分前にポール下に両チーム選手、レフリー、タッチジャッジは集合し、そろってグラウンドに入る。

５．交流試合につき「選手エントリー制度」は行わない。選手交代時はサイドコーチがレフリーに申告する。

６．試合終了後、両チームのサイドコーチはレフリーと点数の照合を行う。
その後、アフターマッチファンクションを行う。アフターマッチファンクションの実施方法は別紙参照のこと。
レフリーは、アフターマッチファンクション終了後、スコアカードを本部に提出する。

７．A面とB面の間は、次の試合のチームの練習場所とし、それ以外の選手、指導員は立ち入らない。

８．各スクールのすべての学年は、同じエリアにて、休憩や荷物置きを行う。
ゲーム終了後、休憩エリアの忘れ物とゴミを持ち帰る。
最後に帰る学年担当者は、「○○スクールのエリアに忘れ物とゴミなし」を本部に報告する。

１０．その他、ルールについては神奈川県協会ローカルルールに基づく。
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