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第25回　かわしん杯ジュニアサッカー大会　決勝トーナメント日程

6月24日（日）　　 会場：等々力補助競技場（A） 会場担当：高津地区運営
時間 区分 対　　　　　戦 主　審 副　審（２名） 第４審

G2位 w1位
かじがやＲ 宿河原ＦＣ プルチーニＢ サウスＦＣ プルチーニＢ

① 9:30 1回戦
H2位 I2位 w1位

H2位 I2位
サウスＦＣ プルチーニＢ 宿河原ＦＣ かじがやＲ 宿河原ＦＣ

② 10:10 1回戦
G2位 w1位 I2位

Ｅ2位 ｗ5位
エンジョイＲ 新城ＳＣ 土橋グリーン バオムＦＣ 土橋グリーン

③ 10:50 1回戦
Ｆ2位 ｗ3位 ｗ5位

Ｆ2位 ｗ3位
バオムＦＣ 土橋グリーン 新城ＳＣ エンジョイＲ 新城ＳＣ

④ 11:30 1回戦
Ｅ2位 ｗ5位 ｗ3位

Ｂ1位 ②の勝ち
中原ブルー パーシモンＷ

⑨ 12:10 2回戦
Ａ1位 ①の勝ち ②の勝ち

Ａ1位 ①の勝ち
パーシモンＷ 中原ブルー

⑩ 12:50 2回戦
Ｂ1位 ②の勝ち ①の勝ち

Ｄ1位 ④の勝ち
リバーＦＣ ミキＦＣ－Ｂ

⑪ 13:30 2回戦
Ｃ1位 ③の勝ち ④の勝ち

Ｃ1位 ③の勝ち
ミキＦＣ－Ｂ リバーＦＣ

⑫ 14:10 2回戦
Ｄ1位 ④の勝ち ③の勝ち

6月24日（日）　　 会場：等々力補助競技場（B） 会場担当：宮前地区運営
時間 区分 対　　　　　戦 主　審 副　審（２名） 第４審

C2位 ｗ9位
エンジョイＰ ＧＨＵ－Ｂ ウィングス 菅生ＳＣ ウィングス

⑤ 9:30 1回戦
D2位 ｗ7位 ｗ9位

D2位 ｗ7位
菅生ＳＣ ウィングス ＧＨＵ－Ｂ エンジョイＰ ＧＨＵ－Ｂ

⑥ 10:10 1回戦
C2位 ｗ9位 ｗ7位

Ｋ2位 ｗ12位
チャンプ はるひ野Ｂ かじがやＷ 東住ブルー かじがやＷ

チ 10:50 1回戦
Ｊ2位 Ｒ1位 ｗ12位

Ｊ2位 Ｒ1位
東住ブルー かじがやＷ はるひ野Ｂ チャンプ はるひ野Ｂ

ト 11:30 1回戦
Ｋ2位 ｗ12位 Ｒ1位

Ｆ1位 ⑥の勝ち
大谷戸ＳＣＷ 百合丘ＳＣ

⑬ 12:10 2回戦
Ｅ1位 ⑤の勝ち ⑥の勝ち

Ｅ1位 ⑤の勝ち
百合丘ＳＣ 大谷戸ＳＣＷ

⑭ 12:50 2回戦
Ｆ1位 ⑥の勝ち ⑤の勝ち

Ｐ1位 トの勝ち
ＦＣバモスＹ さぎぬまＧ

タ 13:30 2回戦
Ｑ1位 チの勝ち トの勝ち

Ｑ1位 チの勝ち
さぎぬまＧ ＦＣバモスＹ

ヨ 14:10 2回戦
Ｐ1位 トの勝ち チの勝ち

6月24日（日）　　 会場：等々力運動広場 会場担当：幸地区運営
時間 区分 対　　　　　戦 主　審 副　審（２名） 第４審

Ｎ2位 ｗ6位
さぎぬまＹ 菅ＦＣ ＡＣラゾーレ 中野島ＦＣＢ ＡＣラゾーレ

ハ 9:30 1回戦
O2位 ｗ4位 ｗ6位

O2位 ｗ4位
中野島ＦＣＢ ＡＣラゾーレ 菅ＦＣ さぎぬまＹ 菅ＦＣ

ニ 10:10 1回戦
Ｎ2位 ｗ6位 ｗ4位

Ｌ2位 ｗ10位
ＦＣＪＥＴＳ 枡形ＦＷＳＣ 東住ホワイト 平間レッド 東住ホワイト

ホ 10:50 1回戦
Ｍ2位 ｗ8位 ｗ10位

Ｍ2位 ｗ8位
平間レッド 東住ホワイト 枡形ＦＷＳＣ ＦＣＪＥＴＳ 枡形ＦＷＳＣ

ヘ 11:30 1回戦
Ｌ2位 ｗ10位 ｗ8位

Ｍ1位 ニの勝ち
フロンターレ 中原ホワイト

ル 12:10 2回戦
Ｌ1位 ハの勝ち ニの勝ち

Ｌ1位 ハの勝ち
中原ホワイト フロンターレ

ヲ 12:50 2回戦
Ｍ1位 ニの勝ち ハの勝ち

Ｏ1位 ヘの勝ち
ジュントスＢ 大谷戸ＳＣＲ

ワ 13:30 2回戦
Ｎ1位 ホの勝ち ヘの勝ち

Ｎ1位 ホの勝ち
大谷戸ＳＣＲ ジュントスＢ

カ 14:10 2回戦
Ｏ1位 ヘの勝ち ホの勝ち

6月24日（日）　　 会場：中瀬グランド 会場担当：川崎地区運営
時間 区分 対　　　　　戦 主　審 副　審（２名） 第４審

A2位 I1位
旭倶楽部 四谷ＦＣ 東門前ＦＣ 王禅寺ＦＣＢ 東門前ＦＣ

⑦ 9:30 1回戦
B2位 w11位 I1位

B2位 w11位
王禅寺ＦＣＢ 東門前ＦＣ 四谷ＦＣ 旭倶楽部 四谷ＦＣ

⑧ 10:10 1回戦
A2位 I1位 w11位

Ｑ2位 Ｒ2位
津田山ＦＣＴ 下河原ＮＳＣ 川中島ＳＣ ヴィゴーレＲ 川中島ＳＣ

ロ 10:50 1回戦
Ｐ2位 ｗ2位 Ｒ2位

Ｐ2位 ｗ2位
ヴィゴーレＲ 川中島ＳＣ 下河原ＮＳＣ 津田山ＦＣＴ 下河原ＮＳＣ

イ 11:30 1回戦
Ｑ2位 Ｒ2位 ｗ2位

Ｈ1位 ⑧の勝ち
犬蔵ＳＣ 中野島ＦＣＷ

⑮ 12:10 2回戦
G1位 ⑦の勝ち ⑧の勝ち

G1位 ⑦の勝ち
中野島ＦＣＷ 犬蔵ＳＣ

⑯ 12:50 2回戦
Ｈ1位 ⑧の勝ち ⑦の勝ち

Ｊ1位 イの勝ち
パーシモンＯ 登戸ＳＣ

ヌ 13:30 2回戦
Ｋ1位 ロの勝ち イの勝ち

Ｋ1位 ロの勝ち
登戸ＳＣ パーシモンＯ

リ 14:10 2回戦
Ｊ1位 イの勝ち ロの勝ち
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予備日；7月1日（日）、7月7日（土）等々力第二サッカー場

6月30日（土）　　 会場：等々力補助競技場（A） 会場担当：中原地区運営
時間 区分 対　　　　　戦 主　審 副　審（２名） 第４審

⑪の勝ち ⑫の勝ち
⑰ 12:30 3回戦

⑨の勝ち ⑩の勝ち ⑫の勝ち

⑨の勝ち ⑩の勝ち
⑱ 13:10 3回戦

⑪の勝ち ⑫の勝ち ⑩の勝ち

⑮の勝ち ⑯の勝ち
⑲ 13:50 3回戦

⑬の勝ち ⑭の勝ち ⑯の勝ち

⑬の勝ち ⑭の勝ち
⑳ 14:30 3回戦

⑮の勝ち ⑯の勝ち ⑭の勝ち

⑲の勝ち・⑳の勝ち
会場担当㉑ 15:10 準々決勝

⑰の勝ち ⑱の勝ち
協会派遣

⑰の勝ち・⑱の勝ち
会場担当㉒ 15:50 準々決勝

⑲の勝ち ⑳の勝ち
協会派遣

6月30日（土）　　 会場：等々力補助競技場（B） 会場担当：多摩地区運営
時間 区分 対　　　　　戦 主　審 副　審（２名） 第４審

ルの勝ち ヲの勝ち
レ 12:30 3回戦

リの勝ち ヌの勝ち ヲの勝ち

リの勝ち ヌの勝ち
ソ 13:10 3回戦

ルの勝ち ヲの勝ち ヌの勝ち

ヨの勝ち タの勝ち
ツ 13:50 3回戦

ワの勝ち カの勝ち タの勝ち

ワの勝ち カの勝ち
ネ 14:30 3回戦

ヨの勝ち タの勝ち カの勝ち

ツの勝ち・ネの勝ち
会場担当ナ 15:10 準々決勝

レの勝ち ソの勝ち
協会派遣

レの勝ち・ソの勝ち
会場担当ラ 15:50 準々決勝

ツの勝ち ネ勝ち
協会派遣

7月 8日（日）　　 会場：等々力陸上競技場 会場担当：第4種委員会役員
時間 区分 対　　　　　戦 主　審 副　審（２名） 第４審

11:10
エキシビション

マッチ

春季大会1位 春季大会2位

協会派遣×2名 会場担当

ム 10:20 準決勝
ナの勝ち ラの勝ち

協会派遣 協会派遣×2名 会場担当

㉓ 9:30 準決勝
㉑の勝ち ㉒の勝ち

協会派遣

FC中原レジーナ 南百合丘リリーズ FC中原レジーナ
さぎぬまスワンズSC AC等々力マーメイド

11:35
エキシビション

マッチ

春季大会3位 春季大会5位
さぎぬまスワンズSC AC等々力マーメイド さぎぬまスワンズSC

FC中原レジーナ 南百合丘リリーズ

㉔ 12:00
三位

決定戦

㉓の負け ムの負け

表彰式/閉会式

協会派遣 協会派遣×2名 会場担当

㉕ 13:00 決勝
㉓の勝ち ムの勝ち

協会派遣 協会派遣×2名 会場担当


