
印旛支部予選
期日（男子）７月２１日、２２日　（女子）７月１６日、２１日、２２日

【男子】 【女子】
▲ 予選リーグ ▲ 予選リーグ ▲ 本線トーナメント１回戦

A 印旛 ２－０ 千代田 Ａ 富里 ２－０ 酒々井 臼井 １－２ 千代田
印旛 ２－０ 南山 富里 ２－０ 成田西 臼井南 ２－０ 臼井西
印旛 ２－０ 成田西 酒々井 ２－０ 成田西 西志津 ２－０ 栄
千代田 ２－１ 南山 Ｂ 臼井 ２－１ 木刈 下総 ２－０ 西の原
千代田 ２－０ 成田西 臼井 ２－０ 八街 成田 ２－１ 四街道
南山 ２－０ 成田西 木刈 ０－２ 八街 四街道西 ２－０ 遠山

B 酒々井 ２－０ 栄 Ｃ 千代田 ２－０ 七次台 印旛 ２－０ 印西
酒々井 ０－２ 八街中央 千代田 ２－０ 南部
栄 ０－２ 八街中央 七次台 １－２ 南部 ▲ 本線トーナメント準々決勝

C 印西 ２－１ 公津の杜 Ｄ 臼井南 ２－０ 志津 富里 ２－０ 千代田
印西 ２－０ 八街北 臼井南 ２－０ 冨里南 臼井南 ２－１ 西志津
公津の杜 ２－０ 八街北 志津 ２－０ 冨里南 下総 ２－０ 成田

D 臼井南 ２－０ 八街南 Ｅ 臼井西 ２－０ 小林 印旛 ２－１ 四街道西
臼井南 ２－０ 西志津 臼井西 ２－０ 吾妻
臼井南 ２－０ 四街道西 小林 １－２ 吾妻 ▲ 本線トーナメント準決勝

八街南 １－２ 西志津 Ｆ 西志津 ２－０ 冨里北 富里 ２－０ 臼井南
八街南 ２－０ 四街道西 西志津 ２－０ 大山口 下総 ０－２ 印旛
西志津 ２－１ 四街道西 冨里北 ２－０ 大山口

Ｇ 栄 ２－１ 井野 ▲ 敗者復活トーナメント１回戦

▲ 決勝トーナメント１回戦 栄 ２－１ 八街中央 酒々井 ２－１ 臼井
西志津 ２－１ 八街中央 井野 ２－０ 八街中央 臼井西 ２－０ 栄
印西 ２－０ 千代田 Ｈ 下総 ２－０ 南山 西の原 ０－２ 四街道

下総 ２－０ 中台 遠山 ０－２ 印西
▲ 決勝トーナメント準決勝 南山 ０－２ 中台

印旛 ２－０ 西志津 Ｉ 四街道旭 ０－２ 西の原 ▲ 敗者復活トーナメント２回戦

（３位） 四街道旭 ２－１ 四街道北 千代田 ０－２ 四街道
印西 １－２ 臼井南 西の原 ２－０ 四街道北 西志津 １－２ 印西
（３位） Ｊ 成田 ２－０ 佐倉東 四街道西 ２－１ 臼井西

▲ 決勝 成田 ２－０ 根郷 成田 ０－２ 酒々井
印旛 ２－１ 臼井南 佐倉東 ０－２ 根郷
（１位） （２位） Ｋ 四街道 ２－０ 原山 ▲ 敗者復活トーナメント３回戦

２９－２７ 四街道 ２－０ 白井 四街道 ２－１ 印西
２２－２５ 原山 ２－０ 白井 四街道西 ２－０ 酒々井
２５－２１ Ｌ 四街道西 ２－０ 久住

四街道西 ２－０ 八街南 ▲ 敗者復活トーナメント準決勝

久住 ２－０ 八街南 下総 ２－０ 四街道
Ｍ 遠山 ２－０ 上志津 臼井南 １－２ 四街道西

遠山 ２－０ 成田付属
上志津 ２－０ 成田付属 ▲ 敗者復活トーナメント決勝

Ｎ 印旛 ２－０ 玉造 下総 ２－１ 四街道西
印旛 ２－０ 大栄 （３位） （４位）
玉造 ２－０ 大栄 ２２－２５

Ｏ 公津の杜 ２－０ 佐倉 ２７－２５
公津の杜 １－２ 印西 ２５－２２
佐倉 ０－２ 印西

▲ 本線トーナメント決勝

富里 ２－１ 印旛
（１位） （２位）

２５－１８
２３－２５
２５－１８


