
第１３回武田杯交流大会　対戦表  (8/21,8/22)　修正版(8/12) フレンドリーマッチ　＆　カップ戦・予選リーグ

8月21日
多摩川緑地Ｇ　Ａコート（フレンドリーマッチ） 多摩川緑地Ｇ　Ｂコート（カップ戦） 雪谷高校会場　（カップ戦）

時間 対戦校 審判 時間 対戦校 審判 時間 対戦校 審判
① 9:00-10:00 東蒲 VS 大森１

大森学園

① 9:00-10:00 大森学園 VS ジョカトーレ

大森学園

VS

② 10:10-11:10 蓮沼 VS 矢口 ② 10:10-11:10 大森学園 VS 大森１ VS

③ 11:20-12:20 東蒲 VS 御園 ③ 11:20-12:20 南六郷 VS 大森１０ VS

④ 12:30-13:30 大森７ VS 東調布 ④ 12:30-13:30 大森学園 VS 南六郷 VS

⑤ 13:40-14:40 蓮沼 VS 羽田 ⑤ 13:40-14:40 大森１(フ) VS 御園(フ) ① 13:00-14:00 雪谷 VS 志茂田
雪谷⑥ 14:50-15:50 大森７ VS 大森東 ⑥ 14:50-15:50 VS ② 14:10-15:10 雪谷 VS 大森FC

⑦ 16:00-17:00 矢口 VS 羽田 ⑦ 16:00-17:00 VS ③ 15:20-16:20 志茂田 VS 大森FC

⑧ 17:10-18:10 大森東 VS 東調布 ⑧ 17:10-18:10 VS VS
※⑤試合はフレンドリーマッチ（フ）

8月22日
多摩川緑地Ｇ　Ａコート（フレンドリーマッチ） 多摩川緑地Ｇ　Ｂコート（フレンドリーマッチ） 美原高校会場　（カップ戦）

時間 対戦校 審判 時間 対戦校 審判 時間 対戦校 審判
① 9:00-10:00 蓮沼 VS 東蒲

大森学園

① 9:00-10:00 羽田 VS 大森東

大森学園

① 9:00-10:00 美原 VS ジョカトーレ 美原
② 10:10-11:10 矢口 VS 大森１ ② 10:10-11:10 大森７ VS 東蒲 ② 10:10-11:10 東京実業 VS ジョカトーレ 東京実業

③ 11:20-12:20 羽田 VS 御園 ③ 11:20-12:20 東調布 VS 大森１ ③ 11:20-12:20 志茂田 VS 日体荏原 日体荏原

④ 12:30-13:30 蓮沼 VS 大森７ ④ 12:30-13:30 大森１(カ) VS 大森１０(カ) ④ 12:30-13:30 雪谷 VS 日体荏原 当該校
⑤ 13:40-14:40 矢口 VS 東調布 ⑤ 13:40-14:40 大森東 VS 御園 ⑤ 13:40-14:40 美原 VS 東京実業 当該校
⑥ 14:50-15:50 VS ⑥ 14:50-15:50 VS ⑥ 14:50-15:50 日体荏原 VS 大森ＦＣ 日体荏原

⑦ 16:00-17:00 VS ⑦ 16:00-17:00 VS ⑦ 16:00-17:00 VS

⑧ 17:10-18:10 VS ⑧ 17:10-18:10 VS ⑧ 17:10-18:10 VS
※④試合はカップ戦（カ）

・ 試合は２５分ハーフ（ターフタイム７分）
・ 給水タイム（１分）は原則的に入れる方向でお願いいたします。
・ 天候状況により、当該チームでご判断下さい。
・ 各会場でフレンドリーマッチを組む場合は会場校の先生に相談下さい。
・ 試合時間の変更を希望する場合は各Groupで話し合い会場校に報告して
下さい。 事務局 柳澤　一行（大森学園）　090-6142-9033
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第１３回武田杯交流大会　対戦表  (8/23)　修正版(8/12) フレンドリーマッチ　＆　カップ戦・決勝リーグ

8月23日
多摩川緑地Ｇ　Ａコート（フレンドリーマッチ） 多摩川緑地Ｇ　Bコート　３・４位リーグ（カップ戦） ガス橋G会場　１位リーグ　（カップ戦）

時間 対戦校 審判 時間 対戦校 審判 時間 対戦校 審判

① 9:00-10:00 蓮沼 VS 大森１

大森学園

① 9:00-10:00 矢口(フ) VS 御園(フ)

大森学園
当該校

VS

② 10:10-11:10 羽田 VS 東蒲 ② 10:10-11:10 Ｇ1/3位 VS Ｇ2/3位 ① 10:30-11:30 G1/1位 VS G2/1位 雪谷
当該校③ 11:20-12:20 蓮沼 VS 大森東 ③ 11:20-12:20 矢口(フ) VS 大森７(フ) ② 11:40-12:40 ①の勝者 VS G3/1位

④ 12:30-13:30 羽田 VS 東調布 ④ 12:30-13:30 ②の勝者 VS Ｇ3/3位 ③ 12:50-13:50 VS

⑤ 13:40-14:40 大森東 VS 大森１ ⑤ 13:40-14:40 大森７(フ) VS 御園(フ) VS

⑥ 14:50-15:50 東調布 VS 東蒲 ⑥ 14:50-15:50 ④の敗者 VS Ｇ3/4位 VS

⑦ 16:00-17:00 VS ⑦ 16:00-17:00 大森１０(フ) VS 志茂田(フ) VS

⑧ 17:10-18:10 VS ⑧ 17:10-18:10 VS VS
※①・③・⑤・⑦試合はフレンドリーマッチ（フ）

日体荏原会場　２位リーグ　（カップ戦）

時間 対戦校 審判

VS

VS

VS

① 14:00-15:00 G1/2位 VS G2/2位
日体荏原
当該校

② 15:10-16:10 ①の勝者 VS G3/2位
③ 16:20-17:20 VS

VS
VS

・ 試合は２５分ハーフ（ターフタイム７分）
・ 給水タイム（１分）は原則的に入れる方向でお願いいたします。
・ 天候状況により、当該チームでご判断下さい。
・ 各会場でフレンドリーマッチを組む場合は会場校の先生に相談下さい。
・ 試合時間の変更を希望する場合は各Groupで話し合い会場校に報告して
下さい。 事務局 柳澤　一行（大森学園）　090-6142-9033
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第１３回武田杯交流大会　カップ戦Ｇｒｏｕｐ割　修正版(8/12)
Ｇｒｏｕｐ１

美原 ジョカトーレ 東京実業 勝ち点 勝 負 引分 得点 失点 得失点差
美原 美原
ジョカトーレ ジョカトーレ
東京実業 東京実業

Ｇｒｏｕｐ２
大森学園 南六郷 大森１ 大森１０ 勝ち点 勝 負 引分 得点 失点 得失点差

大森学園 大森学園
南六郷 南六郷
大森１ 大森１
大森１０ 大森１０

Ｇｒｏｕｐ３
雪谷 志茂田 日体荏原 大森ＦＣ 勝ち点 勝 負 引分 得点 失点 得失点差

雪谷 雪谷
志茂田 志茂田
日体荏原 日体荏原
大森ＦＣ 大森ＦＣ
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第１３回武田杯交流大会　フレンドリーマッチＧｒｏｕｐ割
8月21日

蓮沼 矢口 羽田 勝ち点 勝 負 引分 得点 失点 得失点差
蓮沼 蓮沼
矢口 矢口
羽田 羽田

東蒲 大森１ 御園 勝ち点 勝 負 引分 得点 失点 得失点差
東蒲 東蒲
大森１ 大森１
御園 御園

大森７ 東調布 大森東 勝ち点 勝 負 引分 得点 失点 得失点差
大森７ 大森７
東調布 東調布
大森東 大森東

8月22日
蓮沼 東蒲 大森７ 勝ち点 勝 負 引分 得点 失点 得失点差

蓮沼 蓮沼
東蒲 東蒲
大森７ 大森７

矢口 大森１ 東調布 勝ち点 勝 負 引分 得点 失点 得失点差
矢口 矢口
大森１ 大森１
東調布 東調布

羽田 御園 大森東 勝ち点 勝 負 引分 得点 失点 得失点差
羽田 羽田
御園 御園
大森東 大森東

8月23日
蓮沼 大森１ 大森東 勝ち点 勝 負 引分 得点 失点 得失点差

蓮沼 蓮沼
大森１ 大森１
大森東 大森東

矢口 御園 大森７ 勝ち点 勝 負 引分 得点 失点 得失点差
矢口 蓮沼
御園 御園
大森７ 大森７

羽田 東蒲 東調布 勝ち点 勝 負 引分 得点 失点 得失点差
羽田 羽田
東蒲 東蒲
東調布 東調布
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第１３回武田杯交流大会　カップ戦　決勝トーナメント表（8/23）　修正版(8/12)
１位トーナメント

Group 1/１位 Group 2/１位 Group 3/１位

２位トーナメント

Group 1/２位 Group 2/２位 Group 3/２位

３位トーナメント

Group 1/３位 Group 2/３位 Group 3/３位

４位トーナメント

Group 2/４位 Group 3/４位
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第１３回武田杯交流大会　フレンドリーマッチ・カップ戦　対戦校一覧　修正版(8/12)

フレンドリーマッチ
対戦校一覧

チーム名 8月21日 8月22日 8月23日
蓮沼 矢口 羽田 東蒲 大森７ 大森１ 大森東
矢口 蓮沼 羽田 大森１ 東調布 御園 大森７
羽田 羽田 矢口 御園 大森東 東蒲 東調布
東蒲 大森１ 御園 蓮沼 大森７ 羽田 東調布
大森１ 東蒲 御園 矢口 東調布 蓮沼 大森東
御園 東蒲 大森１ 羽田 大森東 矢口 大森７
大森７ 東調布 大森東 蓮沼 東蒲 矢口 御園
東調布 大森７ 大森東 矢口 大森１ 羽田 東蒲
大森東 大森７ 東調布 羽田 御園 蓮沼 大森１

※ フレンドリーマッチは原則１日２ゲームとしています。

カップ戦
対戦校一覧

チーム名 8月21日 8月22日 8月23日
美原 ジョカ 東実
ジョカ 大森学園 美原 東実
大10 南六郷
東実 ジョカ 美原
森学 ジョカ 大１ 南六郷
南六郷 大１０ 大森学園
大1 大森学園
雪谷 志茂田 大森FC 日体荏原
志茂田 雪谷 大森FC 日体荏原
日体荏 志茂田 雪谷 大森FC
大森FC 雪谷 志茂田 日体荏原
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