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令和４(2022)年度 
東京都第11ﾌﾞﾛｯｸ中学校 剣道選手権大会(個人戦) 

総合体育大会剣道大会(団体戦) 
東京都中学校総合体育大会剣道大会兼東京都中学校総合体育大会剣道大会予選会 

 

      令和４(2022)年６月２６日(日) ＡＭ男子個人戦・ＰＭ女子個人戦 

東大和市立第二中学校体育館 

東大和市南街3-60-4  ☎042-561-2328 担当 亀澤祐浩 

 

令和４(2022)年７月１０日(日) ＡＭ男子団体戦・ＰＭ女子団体戦 

東大和市立第二中学校体育館 

東大和市南街3-60-4  ☎042-561-2328 担当 亀澤祐浩 

 

               両日とも  ８：３０ 開館 

                     ９：００ 男子受付開始（体育館ステージ本部） 

                          審判員・顧問打合せ 

                     ９：３０ 男子試合開始（１１：００終了予定） 

                    １１：３０ 男子完全退館、清掃消毒作業 
 
                    １２：００ 休憩（男女完全入れ替え） 
 
                    １２：３０ 女子受付開始（体育館ステージ本部） 

                    １３：００ 女子試合開始（１４：３０終了予定） 

                    １５：００ 女子完全退館 

                          清掃消毒作業、片付け 

                    １５：３０ 役員係員解散、閉館 

 

                              

  

 
  

 
 

第一試合場 第二試合場 
更
衣
室 

 

 

ステージ 

 

大会本部 

 

（受付） 

 

引率者席パイプ椅子 

                     体育館入口       体育館入口 

 

・会場校到着後、体育館西側(校庭の逆側)より入館し更衣室等で更衣、荷物は体育館フロアに 

・トイレは、体育館を出て後方の 外トイレを使用 

 

    引率者(学校同行者)、来場者の方へ 

      ⑴ 選手生徒が一覧になっている「学校同行者体調記録表（別紙２）」を受付へ提出 

      ⑵ 大会役員、審判員、係役員、補助係員、監督、コーチ、顧問、引率者など 

「来場者体調記録表（別紙３）」を受付へ提出 

※ 体育館に入館する者全員が体調記録表を提出します。 

      ⑶ メンバー表（団体戦は模造紙４分の１、個人戦はＡ４用紙２分の１）にトーナメント表番号を 

加筆し、受付へ提出 

 

       主 催   東京都中学校体育連盟第１１ブロック 

       主 管   東京都中学校体育連盟第１１ブロック剣道部 

トイレ



- 2 - 

 
 

 
１．主催   東京都中学校体育連盟第１１ブロック 

主管   東京都中学校体育連盟剣道部第１１ブロック（第１１ブロック中学校剣道部） 
 
２．役員  会長                 大塚 洋一 (世田谷区立桜木中学校長・東京都中学校体育連盟会長)  
        １１ブロック長      小川 高広 (東久留米南中校長) 
      各支部長         松田 亮一 (東村山三中校長)  坂元 竜二（田無一中校長） 

立川  裕（東大和一中校長） 堀内 雅之（清瀬第五中校長） 
小川 高弘（東久留米南中校長）島田  治（武蔵村山一中校長） 

 

 剣道部長             木村 孝治（日野一中・東京都中学校体育連盟剣道部長） 
       第11ﾌﾞﾛｯｸ剣道競技責任者 亀澤 祐浩（東大和二中） 

各支部剣道競技専門委員  須田 和也（東村山四中）   村瀬  諒（日体大桜華中） 
君野  翼（田無一中）    本多 華子（明保中） 
亀澤 祐浩（東大和二中）   菅原 将人（武蔵村山四中） 
小暮裕佳里（武蔵村山一中） 

 
        大会実行委員長      亀澤 祐浩（東大和二中） 

審判長          須田 和也（東村山四中） 
救護           小暮裕佳里（武蔵村山一中） 
会計           菅原 将人（武蔵村山四中）  小暮裕佳里（武蔵村山一中） 
 
本部・会場         ①６月２６日(日) 男女団体戦 東大和二中会場 

岩崎 浩示（東大和二中長）  亀澤 祐浩（東大和二中） 
②７月１０日(日) 男女団体戦 東大和二中会場 
岩崎 浩示（東大和二中長）  亀澤 祐浩（東大和二中） 

 
記録           小暮裕佳里（武蔵村山一中） 
受付           各支部専門委員 
賞状メダル獲得証お昼準備 菅原 将人（武蔵村山四中）  小暮裕佳里（武蔵村山一中） 
 
審判主任・審判員・補助係員 
          ①６月２６日(日) 男女個人戦 東大和二中会場 

 第一試合場 第二試合場 

審判主任 村瀬  諒(日体大桜華中)  君野  翼(田無一中) 

審判員 
 
 
 

 

須田 和也(東村山四中) 
谷澤 洋一(武蔵野大学中) 
菅原 将人(武蔵村山四中) 
本多 華子(明保中) 
宮﨑 茂樹(東大和剣連) 

 勝山 文也(練馬高校) 
 下村 聖二(武蔵野大学中) 
 中村 元則(日体大桜華中) 

亀澤 祐浩(東大和二中) 
 

係員  桜凜会（５名）  桜凜会（５名） 
                           ※自校の試合については主審を行わない 
 
          ②７月１０日(日) 男女団体戦 東大和二中会場 

 第一試合場 第二試合場 
審判主任 村瀬  諒(日体大桜華中)  君野  翼(田無一中) 
審判員 

 
 
 

 

細川 梨絵(日体大桜華中) 
谷澤 洋一(武蔵野大学中) 
菅原 将人(武蔵村山四中) 
本多 華子(明保中) 
宮﨑 茂樹(東大和剣連) 

須田 和也(東村山四中) 
飯島 和弘(日体大桜華中) 

 下村 聖二(武蔵野大学中) 
 中村 元則(日体大桜華中) 

亀澤 祐浩(東大和二中) 
係員  桜凜会（５名）  桜凜会（５名） 

※自校の試合については主審を行わない 
 
試合会場他準備      大会前日に会場校が中心となって行う(１６：００～ ご協力お願いします) 
片付け          大会終了後、係役員・補助係員全員で行う 

 
開会式は行いません 
 
放送で諸注意、諸連絡を行います 

 竹刀検査については放送時に指示します 

  
 閉会式及び表彰式は行いません 
 
 入賞者・校(優勝、第二位、第三位２名・２校）
、  都大会出場権獲得者・校は、賞状・賞品・ 

都大会出場権獲得証を本部まで取りに来ること 
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３．方法  男子個人戦･女子個人戦、男子団体戦･女子団体戦ともにオープン参加によるトーナメント方式（ただ 
し参加数によってはリーグ戦）とし、個人戦は男女別に１校４名までとする。また、都大会出場決定戦 
も行う。大会上位の、男子団体５校、女子団体３校と昨年度秋季都大会準優勝の日体大桜華中の計４ 
校、男子個人６名、女子個人５名を第１１ブロックの代表として都大会に推薦する。 

 
４．規則  ①全日本剣道連盟試合･審判規則･同細則、同運営要領、及び、日本中学校体育連盟剣道競技部申し合わ

せ事項・東京都中学校体育連盟剣道部申合わせ事項、感染拡大防止ガイドライン、「感染防止」のた
め「暫定的な試合・審判の方法」、本大会申し合わせ事項による。 

      ②団体戦においては、試合時間は３分間三本勝負とし、勝敗の決しない場合は引き分けとする。トーナ
メント戦では勝者数が多いチーム、勝者数が同じ場合は得本数が多いチームを勝ちとする。得本数も
同じ場合は任意の選手による代表戦を行う(３分間一本勝負、さらなる延長は時間無制限)。リーグ戦
の場合は、勝ち１点、引き分け０.５点、負け０点とし、勝ち点で、勝ち点が同じ場合は、勝者数
で、勝者数が同じ場合は総得本数により順位を決定する。勝ち点、勝者数、総得本数が同じ場合は、
任意の選手による代表戦(３分間一本勝負、延長は時間無制限)にて決する。個人戦においては、試合
時間は３分間三本勝負とし、勝敗の決しない場合は、延長戦(３分間一本勝負、さらなる延長は時間
無制限)を行う。 

      ③竹刀は、〇長さ１１４㎝以内、〇重さ男子４４０ｇ・女子４００ｇ以上、〇先端部最小直径男子２５
㎜・女子２４㎜以上、〇ちくとう部最小直径男子２０㎜・女子１９㎜以上、〇つば９㎝以内、〇先皮
５㎝以上、中結全長の１／４の位置で固定、とする。先細竹刀や不正に細工したものは禁止する。柄
革は滑り止め(ゴム等)や模様等の無い無地のもので白色とする。不正な竹刀を使用した場合は二本負
けとする。事前に竹刀の手入れを行っておくこと。 

            ④面紐の長さは結び目から４０cm以内、目印の長さは７０cm以内とする。面乳革は大きさ、色、模様も
含めて華美にならないようにし、黒色または紺色とする。黒塗りにした面金などではなく通常の配色
の面を使用すること。 

            ⑤足袋やサポーター、コルセット、テーピング等を使用する際は審判主任に申し出て許可を得ること。
足袋やサポーター類については、革やゴム等を使用していないものとする。ただし、指先単独でのテ
ーピングについては、申し出は不要とする。 

⑥選手は黒または紺地に白字、白地に黒字で校名と姓を記した『名札』を着用し、名札には必ず『～
中』の文字が入っていて一枚袋であること。名札のない選手、不備の選手（校名の縫いつけ、『～
中』の文字がない等）は失格とする。大会までに間に合わない場合は事前に相談すること。 

            ⑦ベンチ入りできる者は、選手・顧問・コーチ(外部指導者)のみとする。 
      ⑧「安易に左拳を中心線から外す防御態勢（変形な構え等の防御態勢）」をとった場合は、一回目は合

議の上「指導」、二回目以降は合議の上「反則」とする(公正を害する行為)。試合中の「かち上げ」
「振り倒し」等の危険かつ見苦しい暴力的行為は慎むこと。 

            ⑨ベンチ内への時計やフロアへの撮影機器の持ち込み等は禁止する。 
      ⑩登録オーダーの変更は、補員以外とはできない。組み替えも不可とする。一度退いた選手は、それ以

降の試合には出場できない。ただし、特別な事情の場合は大会当日の補充を認める（都大会に準ずる 
事前に相談すること）。 

⑪３人でチーム編成する場合は「中･副･大」に、４人でチーム編成する場合は「次･中･副･大」とし、
後ろ詰めにすること。大会当日選手の不参加により５人に満たなくなったチームは、選手の登録順は
変えずに後ろに詰めること。この場合、当日メンバー表を新たに書き換えること。大会当日途中で怪
我などより棄権になった場合も同様にする。 

            ⑫３人チーム４人チームと対戦する場合は、自チームの不戦勝(二本勝ち)の者を任意に決め、残りの選
手を登録順通りに後ろ詰めにして試合を行う。審判主任に確認すること。 

            ⑬その他については当日開会式にて審判長もしくは大会実行委員より説明する。 
      ⑭夏季大会においては、合同チームは認められない（東京都中学校体育連盟剣道部申し合わせ事項及び

合同チーム規定）。 
⑮ＣＯＶＩＤ－１９対応のため以下を追加する。 

        ⑴ 試合者は面マスクの着用を必須とする。鼻まで隠すこと。 
        ⑵ 試合者はマウスシールドの装着を必須とする（一体型シールドは認める）。 
        ⑶ 試合者のアイガードの装着は任意とする。 
        ⑷ 全日本剣道連盟ガイドラインに従い、試合者は鍔競り合いを避ける。やむを得ず鍔競り合いに

なったときは、ただちに引き技を出すか、発声をひかえ分かれること。審判員は鍔競り合いが
解消されない場合は速やかに「分かれ」を宣告する。 

        ⑸ 選手生徒が大会参加にあたっては、保護者の大会参加同意書を提出する。 
        ⑹ 選手生徒・学校同行者は、体調記録表を記録すること。 
        ⑺ 個人戦は保護者引率を認める。団体戦において男女時差開催のため顧問による引率が困難であ

ることを考慮し、顧問・学校職員・各学校で認められた学校同行者による引率と、引率者の大
会見学を認める。ただし選手生徒数を超える引率者は認めない。応援は拍手のみとし感染拡大
防止を徹底すること。状況により大会途中でも入場に制限をかけ退館を指示する場合もある。 

        ⑻ 会場校の負担軽減のため、個人で使用する消毒用品などは各校各自で持参すること。 
        ⑼ 審判員は、試合審判時も白いマスクを着用する。鼻まで隠すこと。 
        ⑽ 選手生徒補員生徒、監督(顧問の先生)、承認を受けたコーチ(外部指導者等)、大会役員、審判

員、係役員の先生、補助係員、各学校が認めた引率者のみ入場可とする。見学だけ・応援だけ
の生徒の入場は認めない。 

        ⑾ 開会式、閉会式(表彰式)等のセレモニー的なことは行わない。 



- 4 - 

                ⑿ 開会時に「暫定的な試合方法」を説明し、反則行為の共通理解を図る。本大会においては選手 
          への教育を優先し、審判が積極的に注意する。 
        ⒀ 社会状況を鑑み、延長戦の時間設定については別途指示する。 
 
５．表彰   優勝(賞状・賞品)、 第二位(賞状・賞品)、 第三位(２チーム２名・賞状・賞品)、 
       都大会出場権獲得証                        賞品 メダル・トロフィー 
 
６．参加費  団体戦・男女別に１校７０００円、個人戦１名１０００円 
 
７．抽選   団体戦の抽選は、個人戦大会の日に行う。 
       団体戦の選手名簿(オーダー順)の確定は、個人戦受付時まで認める。 
 
８．大会当日各校で準備するもの     西東京市  先  次  中  副  大  

明    
保   君  本  須  本  小 
中   野  多  田  多  暮 
        真      華 

・白模造紙 ４分の１ 
・同姓の選手がいる場合 
は名前の一文字まで 

・女子は支部名の下に赤 
アンダーラインを引く 

  (1)メンバー表 
  (2)紅白目印 
  (3)名札 

  東大和二中 
    亀 
    澤 
      祐 

     27㎝ 
 
 
 

   (名札)         (団体戦メンバー表)模造紙４分の１  79㎝               
 

・白Ａ４用紙縦２分の１ 
・同姓の選手がいる場合は名前の一文字まで 
・上部にトーナメントの選手番号を記入        
・女子は支部名の下に赤アンダーラインを引く 

 
（個人戦メンバー表）Ａ４縦２分の１ 

 
９.  注意   ・必ず、顧問または各学校が認めた大人が引率し、受付を行い、学校同行者体調記録表、来場者体調記

録表を提出すること。 
      ・会場内で、試合待機中においては、ソーシャルディスタンスを常に意識し感染拡大防止に努めるこ

と。態度が乱れぬよう各校で自覚すること。会場校に迷惑がかからないようにすること。 
           ・ビン、缶、ガムや菓子類の持ち込みは禁止する。違反した場合は失格の場合もある。保護者からの差

し入れなども同様とする(自粛すること)。男女別に午前午後の時差開催のため昼食(お弁当)は持参し
ないこと。 

        ・外履きは各自で靴袋などに入れ、防具袋やカバンなどに保管すること。屋内でのキャスターｰの使用
は禁止する。雨天の場合の傘についても同様に袋に入れること。整理整頓を心掛け感染拡大防止に努
めること。 

        ・貴重品は各自(各校)で管理し責任を持つこと。 
        ・審判員は全剣連指定の服装(紺ブレザー･白ワイシャツ･えんじネクタイ･グレーズボン･紺靴下、女性

審判員もこれに準じた服装)を着用すること。引率者・コーチもこれに準じた服装とし白マスクを着
用する。 

        ・選手生徒、監督(顧問の先生)、承認を受けたコーチ(外部指導者)、大会役員、審判員、係役員の先
生、補助係員､引率者以外はフロアに入らないこと。 

            ・会場校への自動車駐車はできません。また、 
         ・公共交通機関、特に路線バスを利用する際は節度を持った行動を心掛けること。 
      ・大会当日の体調不良等による欠席の場合は、受付時間に連絡をお願いします。 
 
10．その他  ・東京都中学校体育連盟剣道部ホームページ「https://ctrtokyokendo.jp」も定期的にご参照くださ

い。 
      ・大会役員、審判員、係役員 の先生と、補助係員のみ昼食を用意する。 
 
※ 夏季都大会申し込みについて（ホームページに掲載） 

         個人戦のみの参加の場合は、各支部(市)の剣道専門委員または１１ブロック剣道競技責任者東大和
市立第二中学校 亀澤祐浩（２０７0014 東大和市南街3-60-4 Ｔ042-561-2328 Ｆ042-590-7029）
まで持参もしくは郵送すること。 

        団体戦については、必用な書類を事前に見込みで作成し、７／１０(日)に大会当日持参し、都大会
出場権を獲得したらその場で提出というかたちがスムーズです。 

※ 夏季大会個人戦申込について 
        監督は必須です。監督は各学校の顧問(校長・教員・部活動指導員)がつとめ、監督は大会会場に出

席することが求められます。個人戦において自校の顧問が大会に出席できない場合は他校の顧問に代
理監督を依頼して下さい。他校の顧問に面識がない場合などは東大和二中・亀澤祐浩までご相談下さ
い。監督氏名欄が無記入だったり、監督を登録しているのに大会会場に不在ということがないように
お願いします。なお、監督補佐については外部指導者、コーチ、保護者でも認められています。 

※ 顧問の先生方へ 
        第１１ブロック中学校剣道部では、顧問同士の情報の共有を図るためにグループラインを活用して

います。是非、ご参加ください。 
※ 夏季剣道研修会について 

稽古会方式で、二学期始めの実施を予定しています。詳細がまとまりましたらホームページに掲載
します。 

１ 
 
村 
瀬 

 
日体大桜華中  

https://ctrtokyokendo.jp/


２０２２０６２６ 東大和二中
令和４年度　第１１ブロック中学校剣道選手権大会

女子個人戦
トーナメント表中の数字は　　試合場－試合順　をあらわす
本部に向かって（主審の）右側がトーナメント番号の小さい方・赤
　　　　　　　　　　　　　　　　　左側がトーナメント番号の大きい方・白
線枠が都大会出場者

１・ 神宮寺　紗羅 （日体大桜華中）

２・ 林田　紅弓 （明保中）

５・ 坂本　遥 （武蔵野大学中）

６・ 新井　胡春 （田無一中）

３・ 朱宮　遥香 （明治学院中）

４・ 山西　世莉 （武蔵村山一中）

９・ 笠原　愛未 （保谷中）

１０・ 徳田　鈴奈 （武蔵野大学中）

７・

鳥飼　紗也乃 （明保中）

８・ 栢岡　由依 （明治学院中）

１３・ 中桐　千佳 （明保中）

１４・ 昆野　さくら （日体大桜華中）

１１・ 長坂　羽多 （東村山七中）

１２・ 横山　陽乃 （武蔵村山四中）

２７・

２８・

関寺　菜月 （日体大桜華中）

小松　優芽花 （明治学院中）

髙嶋　芽以 （武蔵野大学中）

２１・

２２・

２３・

２４・

２５・

２６・

１５・

１６・

１７・

１８・

１９・

２０・

三舩　優多 （東村山四中）

井上　暖菜 （武蔵村山四中）

鎌田　璃聡 （清瀬二中）

長田　紬 （武蔵村山三中）

市川　優菜 （武蔵村山四中）

佐々木　ユキ （武蔵野大学中）

山田　果歩 （日体大桜華中）

小山　暖乃 （明保中）

榎本　美咲 （武蔵村山一中）

岩下　新彩 （明治学院中）

２－１０

２－７
２－１

２－１１
２－２

２－８

２－３

１－１０

１－７

１－８

１－１１

１－９

１－１２

１－１

１－２

１－３

１－４

１－５

１－６

１－１５

久保秋　結衣 （武蔵村山四中）

２－１２の敗者

２－１３

２－１４

２－１５

１－１３

１－１４

１－１１の敗者

１－１２の敗者

２－１１の敗者

２－４

２－９

２－５
２－１２

２－６



２０２２０６２６ 東大和二中
令和４年度　第１１ブロック中学校剣道選手権大会

男子個人戦
トーナメント表中の数字は　　試合場－試合順　をあらわす
本部に向かって（主審の）右側がトーナメント番号の小さい方・赤
　　　　　　　　　　　　　　　　　左側がトーナメント番号の大きい方・白

１・ 佐々木　佑哲 （東村山五中）

２・ 片野　瑠己 （東大和三中）

５・ 野原　淳平 （東村山一中）

６・ 岩永　匠叶 （田無四中）

３・ 伊藤　蓮 （田無一中）

４・ 栗原　奏志 （武蔵村山二中）

９・ 十河　栄太 （東村山四中）

１０・ 米倉　邦祐 （明保中）

７・ 陰地　雅 （武蔵村山三中）

８・ 大江　遼 （東村山七中）

１３・ 中﨑　悠次郎 （東村山三中）

１４・ 大野　琥ノ介 （東村山四中）

１１・ 小室　更玖 （武蔵野大学中）

１２・ 鍵市　輝翔 （明治学院中）

１７・ 染谷　碧人 （明治学院中）

１８・ 荒川　蓮 （東村山七中）

１５・ 冨田　創史郎 （東大和一中）

１６・ 野村　立樹 （武蔵村山四中）

２１・ 木村　浩也 （東村山五中）

２２・ 土屋　岳遼 （田無一中）

１９・ 増森　陽大 （武蔵村山一中）

２０・ 西村　悠佑 （明保中）

２５・ 中馬　隆太郎 （田無四中）

２６・ 堀　響希 （明治学院中）

２３・ 松岡　晃史 （武蔵野大学中）

２４・ 片江　龍之輔 （東村山第三）

２９・ 小沢　昊雅 （東村山五中）

３０・ 江元　勇太 （明保中）

２７・ 安彦　瞬星 （武蔵村山一中）

２８・ 永吉　柊哉 （東村山四中）

３３・ 角田　優輝 （田無四中）

３４・ 山内　琥太郎 （東村山七中）

３１・ 小林　睦喜 （武蔵村山四中）

３２・ 奥永　聖 （東大和一中）

３７・ 乙幡　龍伯 （武蔵野大学中）

３８・ 津波　秋生 （田無一中）

３５・ 福井　陽斗 （田無一中）

３６・ 髙橋　創史 （東大和四中）

４１・ 増田　慶太郎 （明保中）

４２・ 比留間　樹 （武蔵村山一中）

３９・ 香取　樹吏 （東村山三中）

４０・ 佐々木　新 （明治学院中）

４５・ 尾木　佑輝 （武蔵村山四中）

４６・ 斉藤　輝 （東村山五中）

４３・ 堀　章介 （保谷中）

４４・ 長谷川　直朗 （東大和二中）

４９・ 伊藤　励緯 （東村山四中）

５０・ 飛永　陽音 （東村山六中）

４７・ 村井　成紀 （田無四中）

４８・ 川田　遼 （武蔵野大学中）

１－１０

１－１２

１－１４

１－１６

１－１７

１－１５

１－１３

１－１

１－２

１－３

１－４

１－５

１－６

１－１１

１－１８

１－２２

１－１９

１－２０

１－２３

１－７

１－８

１－９

２－２２

２－１２
２－３

２－１９

２－４
２－１３

１－２１

２－１０
２－１

２－１８

２－２
２－１１

２－１４

２－２３

２－２０

２－２１

２－１６

２－５

２－６

２－７

２－８

１－２６

２－２５

１－２４

２－２４

１－２５

１－２２の敗者

１－２３の敗者

２－２２の敗者

２－２３の敗者

２－９
２－１７

２－１５



２０２２０７１０
東大和二中

令和４年度　第１１ブロック中学校総合体育大会剣道大会

女子団体戦 線枠が都大会出場校 日体大桜華中 武蔵野大学中

武蔵村山四中

明保中

明治学院中

予選リーグ

第一試合場 紅 白 第二試合場 紅 白

１－１ ① － ② ２－１ ③ － ④

１－２ ① － ④ ２－２ ② － ③

１－３ ① － ③ ２－３ ② － ④

決勝トーナメント

・数字は、試合場－試合順を表す

・チーム番号が小さい方が、舞台に向かって右側（主審の右側）、赤の目印、　　　

・チーム番号が大きい方が、舞台に向かって左側(主審の左側）、白の目印

・リーグ戦は別記

・トーナメント表では　３（５）　→　３勝者数（　５得本数　）　

・トーナメント表では　２（３）代　→　２勝者数（　３得本数　）　で引き分け　代表戦で勝ち

・リーグ戦の表では　分母が勝者数　分子が得本数

・リーグ戦の表では　〇かこみが勝ち、△かこみが負け、□かこみが引き分け

予選１位

１－５

⑧

２－４

②

予選３位 ⑥

⑤ 日体大桜華中

予選２位 ⑦

１－４

④

③

①

勝ち点 勝者数 得本数 順位予選リーグ



２０２２０７１０ 東大和二中

令和４年度　第１１ブロック中学校総合体育大会兼道大会
男子団体戦 上位５校が都大会出場校 武蔵野大学中 田無一中 武蔵村山四中 武蔵村山一中 東村山五中

東村山四中 明治学院中 明保中 東村山三中

男子団体

第一試合場 紅 － 白 第二試合場 紅 － 白
１－１ ① － ② ２－１ ⑦ － ⑧
１－２ ④ － ⑤ ２－２ ⑦ － ⑨
１－３ ① － ③ ２－３ ④ － ⑥
１－４ ② － ③ ２－４ ⑧ － ⑨
１－５ ⑤ － ⑥

※Ｄリーグ１位は大会第三位表彰、Ｄリーグ１位２位の２校まで都大会出場

※Ｅリーグ順位で大会表彰、３校とも都大会出場

第一試合場 紅 － 白 第二試合場 紅 － 白
１－６ ⑬ － ⑮ ２－５ ⑩ － ⑫
１－７ ⑭ － ⑮ ２－６ ⑪ － ⑫
１－８ ⑭ － ⑬ ２－７ ⑪ － ⑩

・リーグ戦の表では　分母が勝者数　分子が得本数

・リーグ戦の表では　〇かこみが勝ち、△かこみが負け、□かこみが引き分け

Ｂリーグ１位 ⑭

Ｃリーグ１位 ⑮

勝ち点 勝者数 得本数 順位

Ａリーグ１位 ⑬

Ａリーグ２位

Ｂリーグ２位

Ｃリーグ２位

決勝Ｅリーグ

⑫

⑪

都大会出場権獲得Ｄリーグ 順位

⑩

勝ち点 勝者数 得本数

⑨

⑧

⑦

勝ち点 勝者数 得本数 順位予選Ｃリーグ

⑥

⑤

順位

④

勝ち点 勝者数 得本数予選Ｂリーグ

③

②

①

勝ち点 勝者数 得本数 順位予選Ａリーグ
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