
12月2日(日)

No. TIME T.O.

1 9:15 ｍ 岩崎 vs Rising-K ﾌﾞﾚｲﾌﾞｻﾝﾀﾞｰｽ ブレイズｻﾝﾀﾞｰｽ ｱﾄﾗｸﾄﾓﾝｷｰｽﾞ

2 10:30 ｍ ｱﾄﾗｸﾄﾓﾝｷｰｽﾞ vs 森 岩崎 岩崎 RisingK

3 11:45 ｍ Rising-K vs ﾌﾞﾚｲﾌﾞｻﾝﾀﾞｰｽU15 ｱﾄﾗｸﾄﾓﾝｷｰｽﾞ ｱﾄﾗｸﾄﾓﾝｷｰｽﾞ 森

4 13:00 ｍ 森 vs 岩崎 RisingK RisingK 希望が丘

5 14:15 ｍ 希望が丘 vs ｱﾄﾗｸﾄﾓﾝｷｰｽﾞ 森 森 岩崎

12月2日(日)

No. TIME T.O.

1 9:15 ｆ BｺﾙｾｱｰｽﾞU15 vs 岩崎 相模女子 相模女子 グラッツ

2 10:30 ｍ グラッツ vs ＹＭＴＣ 名瀬 Bｺﾙｾｱｰｽﾞ 岩崎

3 11:45 ｆ 相模女子 vs BｺﾙｾｱｰｽﾞU15 岩崎 ＹＭＴＣ 名瀬

4 13:00 ｍ 名瀬 vs グラッツ ＹＭＴＣ 岩崎 相模女子

5 14:15 ｆ 岩崎 vs 相模女子 Bｺﾙｾｱｰｽﾞ Bｺﾙｾｱｰｽﾞ グラッツ

12月2日(日)

No. TIME T.O.

1 8:30 f 西本郷 vs 大正 相武台ｆ 相武台 相武台

2 9:45 m 西本郷 vs 相武台 深谷 深谷 大正

3 11:00 f 相武台 vs 大正 西本郷ｆ 西本郷 相武台

4 12:15 m 西本郷 vs 深谷 相武台ｍ 相武台 相武台

交流戦 13:30 f 相武台 vs 西本郷 大正

交流戦 14:00 m 西本郷 vs 相武台 深谷

5 14:30 m 深谷 vs 相武台 西本郷ｍ 西本郷 大正

12月2日(日)

No. TIME T.O.

1 8:30 m 大正 vs 日限山 下瀬谷 下瀬谷 下瀬谷

交流戦 9:45

2 11:00 m 日限山 vs 下瀬谷 大正 大正 大正

交流戦 12:15

3 13:30 m 下瀬谷 vs 大正 日限山 日限山

交流戦

交流戦

大正中コート 男子Ｆリーグ コート・救護主任　大正中

GAME REFEREE

GAME REFEREE

大正

深谷

西本郷中コート 男子Ｃリーグ　女子Ｉリーグ コート・救護主任　西本郷中

GAME REFEREE

岩崎中Ａコート 男子Ａリーグ コート・救護主任　岩崎中

GAME REFEREE

岩崎中Ｂコート 男子Ｂリーグ　女子Ｈリーグ コート・救護主任　岩崎中



12月9日(日)

No. TIME T.O.

1 8:30 f 鴨居 vs 枡形 大正 万騎が原 大正

交流戦 9:45 f 鴨居 vs 枡形 大正

交流戦 10:15 f 鴨居 vs 大正 枡形

2 10:45 f 鴨居 vs 大正 枡形 万騎が原 枡形

交流戦 12:00 f 枡形 vs 大正 鴨居ｆ

交流戦 12:30 m 鴨居 vs 万騎が原 当該チーム

3 13:00 m 鴨居 vs 万騎が原 鴨居ｆ 枡形 大正

交流戦 14:45 m 鴨居 vs 万騎が原 当該チーム

交流戦 15:15 m 鴨居 vs 万騎が原 当該チーム

12月9日(日)

No. TIME T.O.

1 8:30 m 蒔田 vs 日限山 生麦 生麦 下瀬谷

2 9:45 m 生麦 vs 下瀬谷 蒔田 日限山 蒔田

交流戦 11:00 m

3 12:15 m 日限山 vs 生麦 下瀬谷 下瀬谷 下瀬谷

4 13:30 m 下瀬谷 vs 蒔田 日限山 生麦 生麦

12月9日(日)

No. TIME T.O.

1 11:00 f Gratus vs 名瀬中 希望が丘中 希望が丘 希望が丘

交流戦 （希望が丘中） vs （名瀬中） Gratus

2 13:30 f Gratus vs アレセイア 名瀬中 名瀬 名瀬

交流戦 （Gratus） （希望が丘中） アレセイア

3 16:00 f 名瀬中 vs アレセイア Gratus Gratus Gratus

交流戦 （希望が丘中） （アレセイア） 名瀬中

12月9日(日)

No. TIME T.O.

1 8:45 f 平戸 vs 森 上の宮 上の宮

2 10:30 f 平戸 vs 上の宮 森 森

3 12:15 f 森 vs 上の宮 平戸 平戸

12月9日(日)

No. TIME T.O.

1 8:30 f 深谷 vs 青葉台 栗田谷 長後 栗田谷

2 9:45 f 港 vs 長後 青葉台 青葉台 深谷

3 11:00 f 栗田谷 vs 深谷 長後 長後 港

4 12:15 f 青葉台 vs 港 深谷 深谷 栗田谷

5 13:15 f 長後 vs 栗田谷 港 青葉台 港

深谷中コート 女子Ｋリーグ コート・救護主任　深谷中

GAME REFEREE

※試合間を４５分設けています。

平戸中コート 女子Ｊリーグ コート・救護主任　平戸中

GAME REFEREE

希望が丘中コート 女子Ｇリーグ コート・救護主任　希望が丘中

GAME REFEREE

交流戦

蒔田中コート 男子Ｆリーグ コート・救護主任　蒔田中

GAME REFEREE

当該チーム

当該チーム

GAME REFEREE

大正

枡形

鴨居

当該チーム

鴨居中コート 男子Ｃリーグ　女子Ｉリーグ コート・救護主任　鴨居中



12月15日(土)

No. TIME T.O.

1 8:45 ｍ 岩崎 vs ﾌﾞﾚｲﾌﾞｻﾝﾀﾞｰｽU15 ｱﾄﾗｸﾄﾓﾝｷｰｽﾞ ｱﾄﾗｸトﾓﾝｷｰｽﾞ 森

2 10:00 ｍ RisingK vs 森 希望が丘 希望が丘 ﾌﾞﾚｲﾌﾞｻﾝﾀﾞｰｽ

3 11:15 ｍ ﾌﾞﾚｲﾌﾞｻﾝﾀﾞｰｽU15 vs ｱﾄﾗｸﾄﾓﾝｷｰｽﾞ 森 森 RisingK

4 12:30 ｍ 希望が丘 vs RisingK ﾌﾞﾚｲﾌﾞサンダース ﾌﾞﾚｲﾌﾞｻﾝﾀﾞｰｽ 岩崎

5 13:45 ｍ ｱﾄﾗｸﾄﾓﾝｷｰｽﾞ vs 岩崎 RisingK RisingK 希望が丘

6 15:00 ｍ 森 vs 希望が丘 岩崎 岩崎 ｱﾄﾗｸﾄﾓﾝｷｰｽﾞ

12月15日(土)

No. TIME T.O.

1 8:45 ｆ 岩崎 vs 中川 Bｺﾙｾｱｰｽﾞ Bｺﾙｾｱｰｽﾞ 大鳥

2 10:00 ｆ Bｺﾙｾｱｰｽﾞ vs 大鳥 岩崎 岩崎 中川

交流戦 11:15

3 12:30 ｆ 大鳥 vs 岩崎 中川 中川 Bｺﾙｾｱｰｽﾞ

4 13:45 ｆ 中川 vs Bｺﾙｾｱｰｽﾞ 大鳥 大鳥 岩崎

交流戦 15:00

12月15日(土)

No. TIME T.O.

1 8:45 ｍ 港 vs gratus 名瀬 ＹＭＴＣ BｺﾙｾｱｰｽﾞU15

2 10:00 ｍ ＹＭＴＣ vs BｺﾙｾｱｰｽﾞU15 gratus 名瀬 港

3 11:15 ｍ 名瀬 vs 港 ＹＭＴＣ BｺﾙｾｱｰｽﾞU15 gratus

4 12:30 ｍ BｺﾙｾｱｰｽﾞU15 vs gratus 港 名瀬 ＹＭＴＣ

5 13:45 ｍ 名瀬 vs ＹＭＴＣ Bｺﾙｾｱｰｽﾞ 港 gratus

12月15日(土)

No. TIME T.O.

1 8:30 f 鴨居 vs 相武台 大正 深谷 大正

2 9:45 f 大正 vs 枡形 相武台ｆ 鴨居 大正

交流戦 11:00 f 大正 vs 枡形 鴨居ｆ

交流戦 11:30 m 深谷 vs 相武台 鴨居ｍ

交流戦 12:00 f 鴨居 vs 枡形 相武台ｍ

3 12:30 m 鴨居 vs 深谷 枡形 相武台 枡形

4 13:45 f 枡形 vs 相武台 鴨居ｆ 鴨居 大正

5 15:00 m 鴨居 vs 相武台 深谷 深谷 枡形

12月15日(土)

No. TIME T.O.

1 9:00 m 上の宮 vs 金程 両チーム 松田 青葉台

2 10:15 m 松田 vs 青葉台 両チーム 上の宮 金程

交流戦 11:30 m 金程 vs 青葉台 両チーム

交流戦 12:05 m 松田 vs 上の宮 両チーム

3 12:45 m 金程 vs 青葉台 上の宮 上の宮 松田

交流戦 14:00 m 上の宮 vs 青葉台 両チーム

上の宮中コート 男子Ｅリーグ コート・救護主任　上の宮中

GAME REFEREE

鴨居

枡形

相武台

鴨居中コート 男子Ｃリーグ　女子Ｉリーグ コート・救護主任　鴨居中

GAME REFEREE

交流戦

港中コート 男子Ｂリーグ コート・救護主任　港中

GAME REFEREE

岩崎中Ｂコート 男子Ｂリーグ　女子Ｈリーグ コート・救護主任　岩崎中

GAME REFEREE

交流戦

岩崎中Ａコート 男子Ａリーグ コート・救護主任　岩崎中

GAME REFEREE



12月16日(日)

No. TIME T.O.

1 9:15 ｍ 希望が丘 vs 岩崎 ｱﾄﾗｸﾄﾓﾝｷｰｽﾞ ｱﾄﾗｸﾄﾓﾝｷｰｽﾞ ﾌﾞﾚｲﾌﾞサンダース

2 10:30 ｍ 森 vs ﾌﾞﾚｲﾌﾞｻﾝﾀﾞｰｽﾞU15 希望が丘 希望が丘 岩崎

交流戦 11:45

3 13:00 ｍ ｱﾄﾗｸﾄﾓﾝｷｰｽﾞ vs RisingK 森 希望が丘 ﾌﾞﾚｲﾌﾞサンダース

4 14:15 ｍ ﾌﾞﾚｲﾌﾞｻﾝﾀﾞｰｽU15 vs 希望が丘 RisingK RisingK 森

12月16日(日)

No. TIME T.O.

1 9:00 ｍ 平戸 vs 栗田谷 桐蔭 桐蔭学園 鶴間

2 10:15 ｍ 桐蔭学園 vs 鶴間 平戸 平戸 平戸

交流戦 11:30 ｍ 平戸 vs 栗田谷 両チーム

交流戦 12:05 ｍ 桐蔭学園 vs 鶴間 両チーム

3 12:45 ｍ 平戸 vs 鶴間 栗田谷 桐蔭学園 栗田谷

交流戦 14:00 ｍ 栗田谷 vs 桐蔭学園 両チーム

交流戦 14:35 ｍ 平戸 vs 桐蔭学園 両チーム

交流戦 15:10 ｍ 平戸 vs 鶴間 両チーム

12月16日(日)

No. TIME T.O.

1 9:00 m 青葉台 vs マイティーダック 上の宮 金程 上の宮

2 10:15 m 松田 vs 金程 マイティーダック 青葉台 マイティーダック

3 11:30 m 青葉台 vs 上の宮 金程 松田 金程

4 12:45 m マイティーダック vs 松田 青葉台 青葉台 上の宮

交流戦 14:00 m 上の宮 vs 金程 両チーム

交流戦 14:35 m 上の宮 vs 松田 両チーム

交流戦 15:10 m マイティーダック vs 青葉台 両チーム

12月16日(日)

No. TIME T.O.

1 8:45 f 森 vs 下瀬谷 日限山 上の宮 日限山

2 10:00 f 上の宮 vs 日限山 下瀬谷 下瀬谷 下瀬谷

3 11:15 f 上の宮 vs 下瀬谷 森 日限山 森

4 12:30 f 森 vs 日限山 上の宮 下瀬谷 上の宮

日限山中コート 女子Ｊリーグ コート・救護主任　日限山中

GAME REFEREE

青葉台中コート 男子Ｅリーグ コート・救護主任　青葉台中

GAME REFEREE

＜交流戦＞
8-1-8(1,3Ｑ扱い)

平戸中コート 男子Ｄリーグ コート・救護主任　平戸中

GAME REFEREE

＜交流戦＞
8-1-8(1,3Ｑ扱い)

希望が丘中コート 男子Ａリーグ コート・救護主任　希望が丘中

GAME REFEREE

交流戦



12月23日(日)

No. TIME T.O.

1 9:00 ｍ 腰越 vs 桐蔭学園 栗田谷ｍ 栗田谷 鶴間

2 10:15 ｆ 腰越 vs 栗田谷 鶴間 桐蔭学園 鶴間

交流戦 11:30 ｍ 桐蔭学園 vs 鶴間 両チーム

交流戦 12:05 ｆ 腰越 vs 栗田谷 両チーム

3 12:45 ｍ 腰越 vs 鶴間 栗田谷ｆ 桐蔭学園 栗田谷

4 14:00 ｍ 桐蔭学園 vs 栗田谷 腰越ｍ 腰越 腰越

交流戦 15:15 ｍ 腰越 vs 鶴間 両チーム

交流戦 15:50 ｍ 腰越 vs 栗田谷 両チーム

12月23日(日)

No. TIME T.O.

1 9:00 m 金程 vs マイティーダック 両チーム 上の宮 松田

2 10:15 m 上の宮 vs 松田 両チーム 金程 マイティーダック

交流戦 11:30 m 上の宮 vs マイティーダック 両チーム

交流戦 12:05 m 金程 vs 松田 両チーム

3 12:45 m 上の宮 vs マイティーダック 金程 金程 松田

交流戦 14:00 m 松田 vs マイティーダック 両チーム

12月23日(日)

No. TIME T.O.

1 8:30 m 生麦 vs 大正 蒔田 蒔田

交流戦 9:45

2 11:00 m 大正 vs 蒔田 生麦 生麦 生麦

交流戦 12:15

3 13:30 m 蒔田 vs 生麦 大正 大正 大正

12月24日(月)

No. TIME T.O.

1 8:45 ｍ BｺﾙｾｱｰｽﾞU15 vs 名瀬 港 港 大鳥

2 10:00 ｆ 大鳥 vs 中川 相模女子 相模女子 名瀬

3 11:15 ｍ ＹＭＴＣ vs 港 Bｺﾙｾｱｰｽﾞ Bｺﾙｾｱｰｽﾞ 中川

4 12:30 ｆ 中川 vs 相模女子 大鳥 大鳥 港

5 13:45 ｍ 港 vs BｺﾙｾｱｰｽﾞU15 ＹＭＴＣ YMTC 相模女子

6 15:00 ｆ 相模女子 vs 大鳥 中川 中川 Bｺﾙｾｱｰｽﾞ

交流戦

交流戦

生麦中コート 男子Ｆリーグ コート・救護主任　生麦中

GAME REFEREE

金程中コート 男子Ｅリーグ コート・救護主任　金程中

GAME REFEREE

＜交流戦＞
8-1-8(1,3Ｑ扱い)

＜交流戦＞
8-1-8(1,3Ｑ扱い)

腰越中コート 男子Ｄリーグ　女子Ｋリーグ コート・救護主任　腰越中

GAME REFEREE

大鳥中コート 男子Ｂリーグ　女子Ｈリーグ コート・救護主任　大鳥中

GAME REFEREE



12月24日(日)

No. TIME T.O.

1 8:30 m 西本郷 vs 万騎が原 枡形 深谷 枡形

2 9:45 f 西本郷 vs 相武台 万騎が原 万騎が原 万騎が原

3 11:00 m 万騎が原 vs 深谷 西本郷ｍ 西本郷 相武台

4 12:15 f 西本郷 vs 枡形 深谷 万騎が原 万騎が原

交流戦 13:30 m 深谷 vs 万騎が原 西本郷

交流戦 14:00 m 西本郷 vs 深谷 万騎が原

交流戦 14:30 f 西本郷 vs 枡形 相武台

交流戦 15:00 f 西本郷 vs 相武台 枡形

交流戦 15:30 f 枡形 vs 相武台 西本郷

12月24日(日)

No. TIME T.O.

1 9:00 f ミニドックス vs 希望が丘中 名瀬中 名瀬 名瀬

交流戦 f （ミニドックス） vs （希望が丘中） 名瀬中

2 11:30 f ミニドックス vs 名瀬中 希望が丘中 希望が丘 希望が丘

交流戦 f （希望が丘中） （名瀬中） ミニドックス

3 14:00 f 希望が丘中 vs 名瀬中 ミニドックス ミニドックス ミニドックス

12月24日(月)

No. TIME T.O.

1 8:45 f 平戸 vs 下瀬谷 日限山 日限山

2 10:30 f 平戸 vs 日限山 下瀬谷 下瀬谷 下瀬谷

3 12:15 f 下瀬谷 vs 日限山 平戸 平戸

12月24日(月)

No. TIME T.O.

1 8:30 f 腰越 vs 長後 青葉台 青葉台 深谷

2 9:45 f 港 vs 深谷 長後 腰越 長後

3 11:00 f 青葉台 vs 腰越 深谷 深谷 港

12:45 f 深谷 vs 港 長後

13:25 f 長後 vs 青葉台 港

14:05 f 長後 vs 腰越 深谷

14:45 f 深谷 vs 青葉台 腰越

15:25 f 港 vs 腰越 青葉台

12月24日(月)

No. TIME T.O.

1 8:30 f vs

2 9:45 f vs

3 11:00 f vs

12:45 f 腰越 vs 青葉台 両チーム

13:25 f 腰越 vs 深谷 両チーム

14:05 f 港 vs 青葉台 両チーム

14:45 f 港 vs 長後 両チーム

15:25 f 深谷 vs 長後 両チーム

長後中Ｂコート 女子Ｋリーグ コート・救護主任　長後中

GAME REFEREE

交
流
戦

GAME REFEREE

交
流
戦

長後中Ａコート 女子Ｋリーグ コート・救護主任　長後中

平戸中コート 女子Ｊリーグ コート・救護主任　平戸中

GAME REFEREE

※試合間を４５分設けています。

希望が丘中コート 女子Ｇリーグ コート・救護主任　希望が丘中

GAME REFEREE

西本郷

GAME REFEREE

西本郷

万騎が原

相武台

枡形

西本郷中コート 男子Ｃリーグ　女子Ｉリーグ コート・救護主任　西本郷中

リーグ戦（Ａコート）のアップ場所として利用してください。



12月25日(月)

No. TIME T.O.

1 8:30 m 万騎が原 vs 相武台 鴨居 鴨居 西本郷

2 9:45 f 西本郷 vs 鴨居 万騎が原 万騎が原 相武台

3 11:00 m 西本郷 vs 鴨居 万騎が原 相武台 万騎が原

12月26日(水)

No. TIME T.O.

1 8:45 f 栗田谷 vs 青葉台 長後 腰越 深谷

2 10:00 f 深谷 vs 腰越 港 青葉台 栗田谷

3 11:15 f 港 vs 栗田谷 深谷 長後 深谷

4 12:30 f 青葉台 vs 長後 腰越 腰越 港

5 13:45 f 腰越 vs 港 栗田谷 長後 栗田谷

6 15:00 f 長後 vs 深谷 青葉台 青葉台 港

＊８時まで他部活が利用しているため体育館に入れません。厳守してください。

＊第１試合の試合開始時刻が8：45になっています。ご注意ください。

12月27日(木)

No. TIME T.O.

1 9:00 ｍ 栗田谷 vs 腰越 鶴間 平戸 鶴間

2 10:15 ｍ 桐蔭学園 vs 平戸 栗田谷 腰越 栗田谷

3 11:30 ｍ 栗田谷 vs 鶴間 平戸 平戸 腰越

4 12:45 ｍ 平戸 vs 腰越 桐蔭 桐蔭学園 鶴間

交流戦 14:00 ｍ 平戸 vs 栗田谷 両チーム

交流戦 14:35 ｍ 鶴間 vs 桐蔭学園 両チーム

交流戦 15:10 ｍ 鶴間 vs 腰越 両チーム

交流戦 15:45 ｍ 桐蔭学園 vs 腰越 両チーム

12月28日(木)

No. TIME T.O.

1 8:30 f アレセイア vs 希望が丘中 ミニドックス ミニドックス ミニドックス

交流戦 f （アレセイア） vs （希望ヶ丘中） 希望が丘中

2 11:00 f Gratus vs 希望ヶ丘中 アレセイア アレセイア アレセイア

3 12:15 f アレセイア vs ミニドックス Gratus Gratus Gratus

交流戦 f （Gratus） （ミニドックス） 希望ヶ丘中

4 14:45 f Gratus vs ミニドックス アレセイア アレセイア アレセイア

青葉台中コート 女子Ｋリーグ コート・救護主任　青葉台中

GAME REFEREE

GAME REFEREE

希望が丘中コート 女子Ｇリーグ コート・救護主任　希望が丘中

＜交流戦＞
8-1-8(1,3Ｑ扱い)

桐蔭学園中コート 男子Ｄリーグ コート・救護主任　松岡（桐蔭学園）

GAME REFEREE

万騎が原中コート 男子Ｃリーグ　女子Ｉリーグ コート・救護主任　万騎が原中

GAME REFEREE


