
　　　　　　　　　　２０２２　ＸＸＸＶ　チェスナットリーグ　秋期リーグ戦日程　　　
　試合日 曜日   　会   場 試合順 開始時間 クラス ブロック 　　　　　　　　　　　　　対　　　　　　　　　戦 チェーン担当 運営当番 責任者

   ① 9:30 Ｊピーウィー 交流戦8人制 京都リトルベアーズ　　　　　　ｖｓ　　ＯＳＡＫＡマーヴイーズ 上ヶ原Ｂ 【試合準備】

　 ② 10:20 ピーウィー 交流戦 京都リトルベアーズ　　　　　　ｖｓ　上ヶ原ブルーナイツ 二条城北 上ヶ原 　前田

      ① 　エキスポ    ③ 11:50 Ｊピーウィー 交流戦 二条城北レッドスターズ　　　ｖｓ　上ヶ原ブルーナイツ ＯＳＡＫＡマ 　小段

9月19日   祝 　フラッシュ 　 ④ 12:40 ピーウィー 交流戦 二条城北レッドスターズ　　　ｖｓ　　神戸学院ＮＳＪ・大阪ＴＢ 京都ＬＢ

   月 　フィールド ⑤ 14:10 ピーウィー Ａ 池田ワイルドボアーズ　　　　　ｖｓ　ＯＳＡＫＡマーヴィーズ 神戸学院 【後片付け】

⑥ 15:40 バンタム Ａ 兵庫ストークス　　　　　　　　　ｖｓ　大阪ＪＢ・神戸学院ＮＳＪ 池田ＷＢ ＯＳＡＫＡマ

　 ① 10:00 Ｊピーウィー 交流戦8人制 ジュニアインパルス　　　　　　ｖｓ　藤ノ森パープルウイングス Ｊパンサーズ 【試合準備】

  　  ② 　祝 　 ② 10:50 ピーウィー Ｃ ジュニアインパルス　　　　　　ｖｓ　藤ノ森パープルウイングス ＯＳＡＫＡマ Ｊインパルス  　巽

9月23日 　木 　 ③ 12:20 バンタム 交流戦 ジュニアインパルス　　　　　　ｖｓ　ジュニアパンサーズ 藤ノ森Ｐ 【後片付け】 　鹿野

　 ④ 14:00 バンタム 　交流戦 ＯＳＡＫＡマーヴイーズ＋Ｊインパルス　ｖｓ　京都ＢＥＡＲＳ＋ＪパンサーズＪインパルス 第4試合チーム

　 　③  西宮市中央 ① 11:00 Ｊピーウィー 交流戦8人制 西宮ジュニアブルーインズ　ｖｓ　　住吉川スコーピオン 千里ＦＢ 西宮ＪＢ

10月9日 　日   運動公園 ② 12:00 ピーウィー 交流戦 西宮ジュニアブルーインズ　ｖｓ　　波除モンキーズ 住吉川Ｓ 【後片付け】 　和田

　 球技場 ③ 13:50 バンタム 　交流戦 兵庫ストークス　　ｖｓ　千里ＦＢ・住吉川Ｓ 波除Ｍ 第3試合チーム

　エキスポ ① 10:00 Ｊピーウィー 交流戦 上ヶ原ブルーナイツ　　　　　　ｖｓ　　千里ファィティングＢｅｅ ＯＳＡＫＡマ 【試合準備】

④ 　祝 　フラッシュ ② 10:50 ピーウィー Ａ 京都リトルベアーズ　　　　　　　ｖｓ　　ＯＳＡＫＡマーヴィーズ 住吉川Ｓ 上ヶ原 　前田

10月10日 　月 　フィールド ③ 12:20 ピーウィー Ｂ 上ヶ原ブルーナイツ　　　　　　ｖｓ　千里ＦＢ・住吉川Ｓ 京都ＬＢ 【後片付け】 　城阪

　フィールド ④ 14:00 バンタム Ｂ 池田ワイルドボアーズ　　　　　ｖｓ　ジュニアパンサーズ 上ヶ原Ｂ 第4試合チーム

① 9:30 Ｊピーウィー 交流戦8人制 ジュニアインパルス⑧　　　　　ｖｓ　　神戸学院・波除Ｍ⑧ 池田ＷＢ 【試合準備】

⑤ 　エキスポ ② 10:20 ピーウィー 交流戦 ジュニアインパルス　　　 　　　ｖｓ　池田ワイルドボアーズ　 神戸学院 神戸学院・波除 　甲斐

10月16日  日 　フラッシュ ③ 12:00 バンタム 交流戦 OSAKAマーヴイーズ＋Ｊインパルス　　ｖｓ　京都ＢＥＡＲＳ＋Ｊパンサーズ Ｊインパルス 高谷

　フィールド ④ 13:40 バンタム 交流戦 兵庫ストークス　　　　　　　　　　ｖｓ　　池田ワイルドボアーズ　　　　　ＯＳＡＫＡマ 【後片付け】

⑤ 15:20 バンタム 　 　Ａ ジュニアインパルス　　　　　　　ｖｓ　大阪ＪＢ・神戸学院ＮＳＪ 兵庫Ｓ 第5試合チーム

① 11:00 Ｊピーウィー 交流戦 神戸学院ＮＳＪ・波除Ｍ　　　　ｖｓ　　千里ファィティングＢｅｅ Ｊパンサーズ 【試合準備】

     ⑥ 　長浜ドーム ② 12:00 ピーウィー Ｂ 神戸学院ＮＳＪ・大阪ＴＢ　　　ｖｓ　千里ＦＢ・住吉川Ｓ 大阪Ｂ 千里ＦＢ 　三井

10月30日   日 開始時間変更 ③ 13:30 ピーウィー 　交流戦 波除モンキーズ　　　　　　ｖｓ　ジュニアパンサーズ 千里ＦＢ 【後片付け】 　福井

④ 15:00 バンタム 　交流戦 大阪ＪＢ・神戸学院ＮＳＪ　ｖｓ　千里ＦＢ・住吉川Ｓ 波除Ｍ 第4試合チーム

① 9:30 Ｊピーウィー 交流戦 二条城北レッドスターズ　　　　ｖｓ　千里ファィティングＢｅｅ 藤ノ森Ｐ 【試合準備】

⑦   祝 　エキスポ ② 10:20 Ｊピーウィー 交流戦8人制 住吉川スコーピオン　　　　　　ｖｓ　藤ノ森パープルウイングス 千里ＦＢ 二条城北

11月3日 　木 　フラッシュ ③ 11:10 ピーウィー Ｃ 二条城北レッドスターズ　　　　ｖｓ　藤ノ森パープルウイングス 住吉川Ｓ 　水川

　フィールド ④ 12:40 バンタム  交流戦 ジュニアインパルス　　　　　　　ｖｓ　京都ＢＥＡＲＳ＋Jパンサーズ二条城北 　森川

⑤ 14:20 バンタム  交流戦 長浜南中学校　　　　　　　　　　ｖｓ　池田ワイルドボアーズ Ｊインパルス 【後片付け】

⑥ 16:00 バンタム Ｂ 千里ＦＢ・住吉川Ｓ　　　　　　　ｖｓ　ジュニアパンサーズ 池田ＷＢ 第6試合チーム

① 10:00 バンタム 　交流戦 ＯＳＡＫＡマーヴイーズ＋Ｊインパルス　ｖｓ　ジュニアパンサーズ 西宮ＪＢ 【準備片付】

　　⑧ 　祝 　芦屋市総合 ② 11:40 ピーウィー Ｂ 上ヶ原ブルーナイツ　　　　　　　ｖｓ　神戸学院ＮＳＪ・大阪ＴＢ Ｊパンサーズ 西宮ＪＢ

11月23日 　水 公園グラウンド ③ 13:10 ピーウィー 交流戦 西宮ジュニアブルーインズ　　ｖｓ　ジュニアパンサーズ 上ヶ原Ｂ 【後片付け】   和田

④ 14:40 バンタム Ａ 兵庫ストークス　　　　　　　　　　ｖｓ　　ジュニアインパルス　 神戸学院 第4試合チーム

① 10:00 Ｊピーウィー 交流戦8人制 ジュニアインパルス　　　　　　　ｖｓ　　ＯＳＡＫＡマーヴイーズ 千里ＦＢ 【準備片付】

⑨ 　エキスポ ② 10:50 ピーウィー 交流戦 ＯＳＡＫＡマーヴィーズ　　　　　ｖｓ　千里ＦＢ・住吉川Ｓ 二条城北 Ｊインパルス 　鹿野

11月27日   日 　フラッシュ ③ 12:20 ピーウィー Ｃ ジュニアインパルス　　　　　　　ｖｓ　二条城北レッドスターズ 住吉川Ｓ 【後片付け】 　 林
　フィールド ④ 14:00 バンタム Ｂ 池田ワイルドボアーズ　　　　　　ｖｓ　千里ＦＢ・住吉川Ｓ Ｊインパルス 第4試合チーム

　　⑩ 　太陽が丘 ① 10:30 Ｊピーウィー 交流戦8人制 京都リトルベアーズ　⑧　　　　　ｖｓ 　（池田ワイルドボアーズ）　⑧神戸学院 【準備・後片付】

11月27日 　日 　山城総合 ② 11:30 ピーウィー Ａ 京都リトルベアーズ　　　　　 　　ｖｓ　  池田ワイルドボアーズ 大阪Ｂ 京都ＬＢ 　鮫島

　運動公園 ③ 13:00 バンタム 　交流戦 京都ベアーズ＋Ｊパンサーズ　ｖｓ　　大阪ＪＢ・神戸学院ＮＳＪ 池田ＷＢ 第3試合チーム

   ① 9:30 Ｊピーウィー 交流戦 池田ワイルドボアーズ　　　　　　ｖｓ　　上ヶ原ブルーナイツ 波除Ｍ 【試合準備】

　 ② 10:20 Ｊピーウィー 交流戦8人制 藤ノ森パープルウイングス　　　ｖｓ　　西宮ジュニアブルーインズ 上ヶ原Ｂ 藤ノ森 0
     ⑪ 　エキスポ ③ 11:10 ピーウイー 交流戦8人制 藤ノ森パープルウインス　　 　　ｖｓ　　波除モンキーズ Ｊパンサーズ 　野村
12月11日 　日 　フラッシュ ④ 12:40 ピーウイー 交流戦8人制 ジュニアパンサーズ　　　 　　　ｖｓ　　西宮ジュニアブルーインズ 波除Ｍ   城阪

　フイールド ⑤ 14:10  ピーウィー Ｆｉｎａｌ４  Ｂブロック代表　　VS  　　 Ｃブロック代表 藤ノ森Ｐ

　　　　　　　　　Ａ・Ｂ・Ｃの各ブロックとＷＣの対戦に付きましては下記の①～④を参照下さい 【後片付け】

⑥ 15:40 ピーウィー Ｆｉｎａｌ４  Ａブロック代表　　VS  　　 ＷＣ　（各ブロック２位代表 抽選） B/C勝者 第7試合チーム

⑦ 17:10 バンタム 　中学   Ａブロック代表　　VS  　　 Ｂブロック代表 A/WC勝者

【試合準備】

スクランブル

出場選手 　増山

☆第３５回☆ 　福井

(チェスナット

　　⑫  　　ボウル)

12月25日 　日 12月11日

　エキスポ ⑥⑦の敗者

　フラッシュ チャンピオンシップの表彰式　　フェアープレイ賞　久保田薫杯　年間優秀選手賞　各部門優秀選手賞

　フィールド 　☆　　ＣＳ放送のＧＡＯＲＡで全国放送　　　（録画中継）　☆

　 ④ 15:00 ピーウイー 交流戦 　世田谷ハリケーンズ・相模原ライズ　ｖｓ　各ブロックの２位チーム ③の勝者

　　　　第１０回 【後片付け】  池野伸

　 ⑤ 17:00 　全国中学選手権 　関西中学校　代表　　　　VS　   チェスナットリーグ代表 中学連盟 各ﾌﾞﾛｯｸの

　　　関西予選 2位ﾁｰﾑ

　※試合会場で毎試合コロナ対応を実施しますが、クラスター等が起こった場合には、秋季の試合を中止にする場合があります。
　　 また緊急事態宣言等が出た場合は無観客試合と致します。試合会場には、各チームよりコーチ／１名　保護者責任者／１名のコロナ対策班が試合
　　開始前に、試合会場への全てのチーム関係者・選手・保護者の参加者の名簿と全員の当日の検温結果をリーグ本部に提出して下さい。
　※近年の大型台風や大雨等で中止になった試合の、再試合は本年度も行いません。
　※会場や時間等が都合により変更になる場合がありますのでご了承ください。　コロナ禍で中止になった試合が有る場合は、リーグと審判と代表者で
　　 繰り上げて試合時間を変更する場合があります。
　※ジュニアピーウィーは各１０分＋２分正式計時の前後半ＴＯは前後半各１回　 ＨＴ5分

　※ピーウィーは5分の４Ｑの正式/ＨＴ6分(交流戦含）バンタムは7分の４Ｑの正式/ＨＴ8分（交流戦含）但しピーウィー・バンタムの両チームの

　　 得点差が２５点差になった時点から、ランニングタイムとして試合時間を例年通り短縮とする。（２０２０年からコロナ禍　対応）ＴＯ各3回

  ※バンタムの年明け１月の日本選手権に向けて、関西中学連盟代表との試合の推薦チームは例年通り、勝率（同率の場合は順位決定ルール）
　　　とリーグ及びチーム代表者の推薦（順位決定ルールでも判定が難しい場合は事前に代表者会で調整とする）
　※ＷＣ（ワイルドカード）について
①　ＷＣの選出は各ブロックの２位で抽選 　　　　　　　      ②　①でＷＣに選ばれなかったチームは、東西交流戦に出場（チェスナットボウル）
③　ＷＣ出場枠については、リーグ戦終了後に各ブロック２位の全チームで抽選。④試合対戦順位はＡブロックの１位チームの対戦が（試合順）後とする
  ※バンタムのスクランブルボウルは、前例に従い、Ａブロック纏め・増山コーチ（ベンガルズ）　Ｂブロック纏め・福井コーチ（千里ＦＢ）と致します。

　　　　　　　　　　　　　【　運営当番の役割　】　〔チェスナットボウルはその他役割がございます〕
　　　①試合開始１時間前に少なくとも、役員（コーチでも保護者でも可）３名以上と選手１０名以上で集合ください。
　　　②試合用具関係の準備をお願い致します。
　　　③試合中は少なくとも運営責任チームの１名の役員が本部にいて、必要な状況が起きた場合には動いて頂く事となります。
　　　④試合終了後に用具の後片付けをして頂きます。
　　　⑤また、スタンド及び周辺のゴミ拾いと、ゴミ箱のゴミ処理をして頂きます。　　
　　　⑥最終ゲーム用具並びにゴミ処理が済んだ時点で、チーム責任者と本部役員で確認できた場合終了解散と致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆　運営当番の協力宜しくお願い致します。　☆

二条城北

　長浜ドーム

大阪Ｂ

京都ＬＢ

   ① 9:20 Ｊピーウィー交流戦８人

③ 11:30

京都ＬＢ・藤ノ森　・住吉川　　ｖｓ　マーヴィーズ・Ｊインパルス・西宮ＪＢ

池田ＷＢ・神戸学院・波除　　ｖｓ　上ヶ原Ｂ・千里ＦＢ・二条城北

スクランブルボウル（Ａ＋マーヴイーズ）ｖｓ（Ｂ＋パンサーズ（前後半２５分＋２分）

10:10 Ｊピーウィー 交流戦

  《 Ａ代表－ＷＣ代表 》　ｖｓ　《 Ｂ代表－Ｃ代表 》

　 ②

③ 13:00 ピーウイー 各ブロック

バンタム 　選　抜



　　　　　　　　　　２０２１　ＸＸＸＩＶ　チェスナットリーグ　秋期リーグ戦日程　　　
　試合日 曜日   　会   場 試合順 開始時間 クラス ブロック 　　　　　　　　　　　　　対　　　　　　　　　戦 チェーン担当 運営当番

   ① 9:20 Ｊピーウィー 交流戦（8人制 住吉川８６スコーピオン　　　　　ｖｓ　京都リトルベアーズ 二条城北 【試合準備】 小学生 京都B ④-１ ⑦-3 ①-7

　 ② 10:10 Ｊピーウィー 交流戦 池田ワイルドボアーズ　　　　　　ｖｓ　二条城北レッドスターズ 上ヶ原 上ヶ原 千里FB ④-3 ⑧-2

      ① 　エキスポ    ③ 11:00 ピーウィー Ｂ 上ヶ原ブルーナイツ　  　　　 　ｖｓ　二条城北レッドスターズ 西宮 波除 ②-4 ④-2

9月20日   祝 　フラッシュ 　 ④ 12:30 ピーウィー Ａ ＯＳＡＫＡマーヴィーズ  　　　　ｖｓ　西宮ジュニアブルーインズ 池田WB 神戸学院 ②-２ ③-4

   月 　フィールド ⑤ 14:00 ピーウィー 交流戦 千里ファィティングＢｅｅ・住吉川８６スコーピオン　ｖｓ　大阪Ｔベンガルズ・神戸学院ＮＳＪﾏｰｳﾞｨｰｽﾞ 【後片付け】 MVS ⑤-2 ①-5

⑥ 15:30 ピーウィー Ａ 池田ワイルドボアーズ   　　　　　ｖｓ　京都リトルベアーズ ベンガルズ ベンガルズ 池田 ③-1 ①-4

⑦ 17:00 バンタム   中学 池田ワイルドボアーズ　　　　　　ｖｓ　大阪Ｊベンガルズ・神戸学院ＮＳＪ京都LB ｲﾝﾊﾟﾙｽ ②-3 ⑥-4

　 ① 10:00 Ｊピーウィー 交流戦8人制 千里フアイテイングＢｅｅ(８人） ｖｓ　波除モンキーズ・神戸学院ＮＳＪ藤ノ森 【試合準備】 西宮 ③-3 運営

    ② 　祝 　 ② 10:50 ピーウィー Ｃ 藤ノ森パープルウイングス   　ｖｓ　ジュニアインパルス 神戸学院 千里F 上ヶ原 ⑥-2 ①-2

9月23日 　木 　 ③ 12:20 ピーウィー Ｂ 千里ファィティングＢｅｅ・住吉川８６スコーピオン ｖｓ  波除モンキーズ ｲﾝﾊﾟﾙｽ 【後片付け】 二条城 ④-4 ①-1 ⑧-1

　 ④ 13:50 バンタム 　中学 千里ファィティングＢｅｅ・住吉川８６スコーピオン  ｖｓ　ジュニアインパルス波除M 千里F 藤ノ森 ②-1 ⑤-3

　 ① 9:30 Ｊピーウィー 交流戦8人制 西宮ジュニアブルーインズ（８人）ｖｓ　藤ノ森パープルウイングス　（８人）池田WB 【試合準備】 ベンガルズ ③-2 ⑥-1

　 　③  西宮市中央 ② 10:20 ピーウィー Ａ 西宮ジュニアブルーインズ　　ｖｓ　池田ワイルドボアーズ ベンガルズ 西宮JB 住吉川 ⑥-5 ⑧-3

10月10日 　日   運動公園 ③ 11:50 ピーウィー C 大阪タイニィベンガルズ・神戸学院ネイビイシールズジュニアｖｓ　藤ノ森パープルウイングス 兵庫S 【後片付け】 ﾊﾟﾝｻｰｽﾞ ⑤-1

　 球技場 ④ 13:20 バンタム 　 中学 京都ベアーズ・ジュニアパンサーズ　ｖｓ　池田ワイルドボアーズ 神戸学院 京都ﾍﾞｱｰｽﾞ 中学　15試合 千里 ⑥-3 ⑧-4 運営

⑤ 14:50 バンタム 中学 兵庫ストークス　     　　　　ｖｓ　　　ジュニアインパルス    京都B MVS ⑤-5 ⑦-2

① 9:20 Ｊピーウィー 交流戦8人制 ＯＳＡＫＡマーヴィーズ　     ｖｓ　   波除モンキーズ・神戸学院ＮＳＪ 京都LB 【試合準備】 ｲﾝﾊﾟﾙｽ ④-7 ⑥-6

② 10:10 ピーウィー Ｂ 千里ファィティングＢｅｅ・住吉川８６スコーピオン　ｖｓ 二条城北レッドスターズ波除M 二条城北 ベンガルズ ④-5 ⑧-7 ①-7

④ 　エキスポ ③ 11:40 ピーウィー Ａ ＯＳＡＫＡマーヴィーズ　  　   ｖｓ　  京都リトルベアーズ 千里F ﾍﾞｱｰｽﾞ ③-5 ④-6 ⑥-7

10月24日  日 　フラッシュ ④ 13:10 ピーウィー Ｂ 上ヶ原ブルーナイツ　     　 　ｖｓ　  波除モンキーズ 二条城北 ストークス ③-3 ⑥-6 ⑦-1

　フィールド ⑤ 14:40 ピーウィー 交流戦 西宮ジュニアブルーインズ　　vs　 ジュニアインパルス ベンガルズ 【後片付け】 池田 ⑤-4 ⑧-5

⑥ 16:10 バンタム  交流戦 ＯＳＡＫＡマーヴィーズ 　　  　ｖｓ 　ジュニアインパルス 京都B ﾏｰｳﾞｨｰｽﾞ

⑦ 17:40 バンタム 　 中学 京都ベアーズ・ジュニアパンサーズ　ｖｓ大阪Ｊベンガルズ・神戸学院ＮＳＪｼﾞｭﾆｱｲﾝﾊﾟﾙｽ 運営準備

① 10:00 Ｊピーウィー 交流戦8人制 ＯＳＡＫＡマーヴイーズ　　　ｖｓ　   藤ノ森パープルウイングス ｼﾞｭﾆｱﾊﾟﾝｻｰｽﾞ 【試合準備】 京都B ③

　 　⑤ ② 10:50 ピーウィー 交流戦 藤ノ森パープルウイングス 　ｖｓ　　ジュニアパンサーズ ﾏｰｳﾞｨｰｽﾞ 藤ノ森 ② 千里FB ②

10月31日   日 　長浜ドーム ③ 12:20 ピーウィー Ａ ＯＳＡＫＡマーヴイーズ　　　ｖｓ　  池田ワイルドボアーズ 藤ノ森 ﾏｰｳﾞｨｰｽﾞ ⑨ 波除

④ 13:50 バンタム 　交流戦 ０ＳＡＫＡマーヴィーズ　　ｖｓ　大阪ベンガルズ・神戸学院ＮＳＪ池田WB 【後片付け】 ⑨ 神戸

⑤ 15:10 バンタム 　 中学 長浜南中学校　　　 　　　ｖｓ　 池田ワイルドボアーズ ﾏｰｳﾞｨｰｽﾞ 池田W ⑤ MVS ④

① 9:20 Ｊピーウィー 交流戦 上ヶ原ブルーナイツ　　　　　ｖｓ　ジュニアインパルス ベンガルズ 【試合準備】 池田 ⑤

② 10:10 ピーウィー Ｂ 二条城北レッドスターズ　　　ｖｓ　　波除モンキーズ 上ヶ原 ｲﾝﾊﾟﾙｽ ⑥ ｲﾝﾊﾟﾙｽ ⑥

⑥ 　エキスポ ③ 11:40 ピーウィー Ｃ 大阪タイニィベンガルズ・神戸学院ネイビイシールズジュニア　ｖｓ　ジュニアインパルス 千里F ③⑦ 西宮 ⑦

11月3日   祝 　フラッシュ ④ 13:10 ピーウィー Ｂ 上ヶ原ブルーナイツ　　 ｖｓ　千里ファィティングＢｅｅ・住吉川８６スコーピオンJｲﾝﾊﾟﾙｽ ① 上ヶ原

　水 　フィールド ⑤ 14:40 バンタム  交流戦 兵庫ストークス　　　 　　ｖｓ　　池田ワイルドボアーズ 住吉川 【後片付け】 ④ 二条城

⑥ 16:10 バンタム 　中学 千里ファィティングＢｅｅ・住吉川８６スコーピオン 　ｖｓ 　 京都ベアーズ・ジュニアパンサーズｼﾞｭﾆｱｲﾝﾊﾟﾙｽ Jｲﾝﾊﾟﾙｽ ⑤ 藤ノ森

⑦ 17:40 バンタム 　中学 池田ワイルドボアーズ　　　　　ｖｓ　　　ジュニアインパルス 京都B ⑧ ベンガルズ ①

　　⑦ 　祝 　芦屋市総合 ① 10:30 Ｊピーウィー 交流戦8人制 西宮ジュニアブルーインズ（８人）　ｖｓ　　京都リトルベアーズ（８人）ストークス 【試合準備】 ⑨ 住吉川

11月23日 　火 ② 11:30 ピーウィー Ａ 西宮ジュニアブルーインズ　ｖｓ　　京都リトルベアーズ ﾏｰｳﾞｨｰｽﾞ 西宮JB

公園グラウンド ③ 13:00 バンタム 　中学 兵庫ストークス　     　ｖｓ　　      ＯＳＡＫＡマーヴィーズ 京都LB

   ① 9:30 Ｊピーウィー 交流戦8人制 千里ファィティングＢｅｅ・　　　ｖｓ　　住吉川８６スコーピオン  二条城北 【試合準備】

　 ② 10:20 Ｊピーウィー 交流戦 ジュニアインパルス　　　　　　ｖｓ　　二条城北レッドスターズ 千里F 住吉川

③ 11:10 Ｊピーウィー 交流戦 池田ワイルドボアーズ　　　　　ｖｓ　　上ヶ原ブルーナイツ 住吉川

     ⑧ 　エキスポ ④ 12:00 バンタム 　中学 ジュニアインパルス　ｖｓ　　大阪Ｊベンガルズ・神戸学院ＮＳＪ 千里F

12月5日 　日 　フラッシュ ⑤ 13:30 ピーウィー Ｆｉｎａｌ４ 　Ｂブロック代表　　VS    　　Ｃブロック代表 池田W

　フイールド 　　　　　　　　　Ａ・Ｂ・Ｃの各ブロックとＷＣの対戦に付きましては下記の①～④を参照下さい 【後片付け】

⑥ 14:50 ピーウィー Ｆｉｎａｌ４   Ａブロック代表　　VS  　　 ＷＣ　（各ブロック２位代表 抽選） B/C勝者 A-WCの勝者

⑦ 16:10 バンタム 　中学 池田ワイルドボアーズ　ｖｓ　千里ファィティングＢｅｅ・住吉川８６スコーピオンA/WC勝者

【試合準備】

ベンガルズ

☆第３４回☆ 神戸学院

     ⑨   日 (チェスナット 波除

12月26日  　　ボウル)

　エキスポ チャンピオンシップの表彰式　？　フェアープレイ賞　久保田薫杯　年間優秀選手賞　各部門優秀選手賞

　フラッシュ 　☆　　ＣＳ放送のＧＡＯＲＡで全国放送　　　（録画中継）　☆

　フィールド 　 ④ 14:00 ピーウイー 交流戦 　世田谷ハリケーンズ・相模原ライズ　ｖｓ　各ブロックの２位チーム 未定

　　　　第９回 【後片付け】

　 ⑤ 17:00 　全国中学選手権 　関西中学校　代表　　　　　VS　   チェスナットリーグ代表 中学連盟 各ﾌﾞﾛｯｸの

　　　関西予選 2位ﾁｰﾑ

　※試合会場で毎試合コロナ対応を実施しますが、クラスター等が起こった場合には、秋季の大会を全て中止にする場合があります。

　　 また試合会場には、各チームよりコーチ／１名　保護者責任者／１名のコロナ対策班が、試合開始前に、試合会場への全てのチーム関係者・選手

　　保護者の参加者の名簿と全員の当日の検温結果をリーグ本部に提出して下さい。

　※近年の大型台風や大雨等で中止になった試合の、再試合は本年度は行いません。

　※ジュニアピーウィーのゲームは各１０分＋２分正式計時の前後半ＴＯは前後半各１回

　※会場や時間等が都合により変更になる場合がありますのでご了承ください。　コロナ禍で中止になった試合が有る場合は、リーグと審判と代表者で

　　 繰り上げて試合時間を変更する場合があります。

　※ピーウィーの公式ゲームは5分の４Ｑの正式　バンタムの公式ゲームは7分の４Ｑの正式とする。　但しピーウィー・バンタムの両チームの得点差

　　 が２５点差になった時から、ランニングタイムとして試合時間を例年通り短縮とする。（２０２０年コロナ禍　対応）

  ※バンタムの年明け１月の関東での日本選手権に向けて、関西中学連盟代表との試合の推薦チームは例年通り、勝率（同率の場合は順位決定ルール）

　　　とリーグ及びチーム代表者の推薦

　※ＷＣ（ワイルドカード）

①　ＷＣの選出は各ブロックの２位で抽選 　　　　　　　      ②　①でＷＣに選ばれなかったチームは、東西交流戦に出場（チェスナットボウル）

③　ＷＣ枠にＡブロックの２位が抽選で選ばれ　Ａ１位　ｖｓ　Ａ２位になる対戦する場合は、ＷＣ決定後に全チームで抽選とします。

④  試合対戦順位についてはＡブロックの１位チームの対戦が（試合順）後とする。

　　　　　　　　　　　　　【　運営当番の役割　】　〔チェスナットボウルはその他役割がございます〕
　　　①試合開始１時間前に少なくとも、役員（コーチでも保護者でも可）３名以上と選手１０名以上で集合ください。

　　　②試合用具関係の準備をお願い致します。

　　　③試合中は少なくとも運営責任チームの１名の役員が本部にいて、必要な状況が起きた場合には動いて頂くこととなります。

　　　④試合終了後に用具の後片付けをして頂きます。

　　　⑤また、スタンド及び周辺のゴミ拾いと、ゴミ箱のゴミ処理をして頂きます。　　

　　　⑥最終ゲーム用具並びにゴミ処理が済んだ時点で、チーム責任者と本部役員で確認できた場合終了解散と致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆　運営当番の協力宜しくお願い致します。　☆

　長浜ドーム

   ① 9:30 Ｊピーウィー 交流戦８人 波除・神戸／京都Ｌ／藤ノ森　ｖｓ　千里Ｆ／住吉川／西宮Ｂ／ＯＳＡＫＡ 池田W

　 ② 10:30 Ｊピーウィー 交流戦 池田ＷＢ／二条城北　　ｖｓ　上ヶ原Ｂ／Ｊインパルス 波除M

③ 12:00 ピーウイー 各ブロック   《 Ａ代表－ＷＣ代表 》　ｖｓ　《 Ｂ代表－Ｃ代表 》 未定


