
KO時間 試合番号 KO時間 試合番号

10:00 女子 ①-1 関東女子 vs 東京都女子

10:40 プレート C-①
第1地区2位 　    　       　北

海道RS
vs 第3地区3位 10:40 プレート C-②

第4地区3位　　　   　　　埼

玉県RS
vs

第2地域2位

宮城県RS

11:30 プレート D-①
第1地区3位                   北

東北RS
vs 第3地区2位 11:30 プレート D-②

第4地区2位

千葉県RS
vs

第2地区3位

福島県RS

12:20 女子 ①-2 神奈川県女子 vs 東北 北海道女子 12:20 女子 ①-3 甲信越 群馬女子 vs 関東女子

13:00 プレート C-③ C-①の敗者 vs C-②の敗者 13:00 プレート C-④ C-①の勝者 vs C-②の勝者

13:50 プレート D-③ D-①の敗者 vs D-②の敗者 13:50 プレート D-④ C-①の勝者 vs C-②の勝者

14:40 女子 ①-4 東京都女子 vs 神奈川県女子 14:40 女子 ①-5 東北 北海道女子 vs 甲信越 群馬女子

1．試合時間

【11月9日～ｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼﾞ～】 女子＝15分ハーフ　男子＝17分ハーフ

KO時間 試合番号
2．　合同チーム編成状況

10:00 カップ A-①
第4地区1位

長野県RS
vs

第1シード

神奈川県RS
　【女子の部】

10:50 カップ B-①
第3地区1位

RS
vs

第2シード

東京都RS
　北海道 東北女子 ＝ 北海道・秋田県・岩手県・宮城県・福島県

12:00 カップ A-②
第1地区1位　　　　　岩

手県RS
vs

第1シード

神奈川県RS
   関東女子 ＝ 埼玉県・栃木県・茨城県・千葉県　

12:50 カップ B-②
第2地区1位

新潟県RS
vs

第2シード

東京都RS
   甲信越 群馬女子 ＝ 新潟県・長野県・山梨県・群馬県

14:00 カップ A-③
第1地区1位

岩手県RS
vs

第4地区1位

長野県RS
　【RSの部・男子】

14:50 カップ B-③
第2地区1位

新潟県RS
vs

第3地区1位

RS
　　北東北RS ＝ 青森県、秋田県

KO時間 試合番号 KO時間 試合番号

9:45 女子 ②-1 神奈川県女子 vs 甲信越 群馬女子 9:45 女子 ②-2 東京都女子 vs 東北 北海道女子

10:25
α-ⅰ（17分ﾊｰﾌ)

  ﾌﾟﾚｰﾄ優勝戦
プレート C1位 vs プレート D1位 10:25

α-ⅱ （17分ﾊｰﾌ)

  ｶｯﾌﾟ3･4位戦
カップ A2位 vs カップ　B2位

11:15 ﾌﾟﾚｰﾄ5･6位戦 プレート C3位 vs プレート D3位 11:15 ﾌﾟﾚｰﾄ7･8位戦 プレート C4位 vs プレート D4位

12:05 女子 ②-3 甲信越 群馬女子 vs 東京都女子 12:05 女子 ②-4 東北 北海道女子 vs 関東女子

12:45 ｶｯﾌﾟ5･6位戦 カップ A3位 vs カップ B3位 12:45 ﾌﾟﾚｰﾄ3･4位戦 プレート C2位 vs プレート D2位

13:35 カップ優勝戦 カップ A1位 vs カップ B1位 13:35
（17分ﾊｰﾌ)

第4代表決定戦

α-ⅰ勝者

  プレート優勝
vs

α-ⅱ敗者

　 カップ 4位

14:20 女子 ②-5 関東女子 vs 神奈川県女子

●　試合日程表　● 　2019年10月23日現在　暫定版

2019年11月9日　（土曜日）

＜千葉県総合スポーツセンター　サッカー ラグビー場＞

第 Ⅰ グラウンド　(入り口・手前) 第 Ⅱ グラウンド　(入り口・奥側)

【RSの部・セカンドステージ(セミファイナル)　＆　女子の部リーグ戦・前半戦】

【11月10日 ～ﾌｧｲﾅﾙﾏｯﾁ～ 】 女子＝15分ハーフ　男子＝20分ハーフ

※但し　男子の内、 ｶｯﾌﾟ3･4位戦　ﾌﾟﾚｰﾄ優勝戦、第4代表戦は17分ﾊｰﾌ

対戦チーム 対戦チーム

＜習志野自衛隊・演習場ラグビー場＞

第 Ⅲ グラウンド

対戦チーム

2019年11月10日　（日曜日）

【RSの部・ファイナルマッチ　＆　女子の部・後半戦】

＜千葉県総合スポーツセンター　サッカー ラグビー場＞

終了　14：25

終了予定　15:10

第 Ⅰ グラウンド　(入り口・手前) 第 Ⅱ グラウンド　(入り口・奥側)

対戦チーム 対戦チーム


