
第5回全国ユースアルティメット選手権大会 / 小学生低学年部門（小学1年生～小学3年生） / 対戦表

ELリーグ アクティ部 えいひれ（小判鮫） 本村アルティメットチーム ウエストシックスJr. 勝 負 得 失 差 位

アクティ部 （EL1） （EL2） （EL3）

えいひれ（小判鮫） （EL4） （EL5）

本村アルティメットチーム （EL6）

ウエストシックスJr.

優　勝

第3位

ELリーグ1位

ELリーグ2位

ELリーグ3位

ELT2

ELT1

ELリーグ4位



第5回全国ユースアルティメット選手権大会 / 小学生高学年部門（小学4年生～小学6年生） / 予選リーグ

EHAリーグ GONA U12 ウエストシックスなでしこ やまとスポーツマネジメント バンキングス 勝 負 得 失 差 位

GONA U12 （EHA1） （EHA2） （EHA3）

ウエストシックスなでしこ （EHA4） （EHA5）

やまとスポーツマネジメント （EHA6）

バンキングス

EHBリーグ えいひれ ウエストシックス侍 つくばスポーツアカデミー 石垣島アスリートカヤパニーシャ 勝 負 得 失 差 位

えいひれ （EHB1） （EHB2） （EHB3）

ウエストシックス侍 （EHB4） （EHB5）

つくばスポーツアカデミー （EHB6）

石垣島アスリートカヤパニーシャ



第5回全国ユースアルティメット選手権大会 / 小学生高学年部門（小学4年生～小学6年生） / 順位決定トーナメント

EHAリーグ1位 EHCT1負け 第3位

EHBリーグ2位 優　勝 EHCT2負け

EHBリーグ1位

EHAリーグ2位

EHAリーグ3位 EHCT5負け 第7位

EHBリーグ4位 第5位 EHCT6負け

EHBリーグ3位

EHAリーグ4位

EHCT2

EHCT4EHCT1

EHCT3

EHCT5 EHCT8

EHCT7

EHCT6



第5回全国ユースアルティメット選手権大会 / 中学生部門（中学1年生～中学3年生） / 予選リーグ

MHAリーグ GONA U15 西武台新座中学校 練馬区立光が丘第二中学校B 練馬区立光が丘第二中学校D 東大和市立第四中学校 勝 負 得 失 差 位

GONA U15 （MHA1） （MHA2） （MHA3） （MHA4）

西武台新座中学校 （MHA5） （MHA6） （MHA7）

練馬区立光が丘第二中学校B （MHA8） （MHA9）

練馬区立光が丘第二中学校D （MHA10）

東大和市立第四中学校

MHBリーグ えいひれ（ジンベイザメ） ウエストシックス＆大乱闘中 練馬区立光が丘第二中学校A 練馬区立光が丘第二中学校C アクティ部中学部 勝 負 得 失 差 位

えいひれ（ジンベイザメ） （MHB1） （MHB2） （MHB3） （MHB4）

ウエストシックス＆大乱闘中 （MHB5） （MHB6） （MHB7）

練馬区立光が丘第二中学校A （MHB8） （MHB9）

練馬区立光が丘第二中学校C （MHB10）

アクティ部中学部



第5回全国ユースアルティメット選手権大会 / 中学生部門（中学1年生～中学3年生） / 順位決定トーナメント

MHAリーグ1位 優勝 MHAリーグ4位 第7位

MHET4

MHBリーグ1位 MHBリーグ4位

MHAリーグ2位 第3位 MHAリーグ5位 第9位

MHET5

MHBリーグ2位 MHBリーグ5位

MHAリーグ3位 第5位

MHBリーグ3位

MHET1

MHET2

MHET3



第5回全国ユースアルティメット選手権大会 / 高校生部門（高校1年生～高校3年生） / 予選リーグ

HAリーグ GONA U18 A GONA U18 B 明治学院東村山高等学校 男子A 明治学院東村山高等学校 男子B ニョッピーズ 旧三年一組 究極 勝 負 得 失 差 位

GONA U18 A × （HA1） （HA2） （HA3） （HA4） ×

GONA U18 B × （HA5） （HA6） （HA7） （HA8）

明治学院東村山高等学校 男子A × （HA9） （HA10） （HA11）

明治学院東村山高等学校 男子B × （HA12） （HA13）

ニョッピーズ × （HA14）

旧三年一組 ×

究極



第5回全国ユースアルティメット選手権大会 / 高校生部門（高校1年生～高校3年生） / 順位決定トーナメント

HAリーグ1位

HAリーグ4位 優勝 第3位

HAT1負け

HAリーグ2位

HAT2負け

HAリーグ3位

HAリーグ5位

第5位

HAリーグ6位

HAリーグ7位
HAT5

HAT1

HAT2

HAT4

HAT6

HAT3



第5回全国ユースアルティメット選手権大会 / 中高生女子部門（中学1年生～高校3年生） / 順位決定リーグ

JHAリーグ GONA U15 練馬区立光が丘第二中学校WA 練馬区立光が丘第二中学校WB 練馬区立光が丘第二中学校WC 明治学院東村山高等学校 女子A 明治学院東村山高等学校 女子B 勝 負 得 失 差 位

GONA U15 （JHA1） （JHA2） （JHA3） （JHA4） （JHA5）

練馬区立光が丘第二中学校WA （JHA6） （JHA7） （JHA8） （JHA9）

練馬区立光が丘第二中学校WB （JHA10） （JHA11） （JHA12）

練馬区立光が丘第二中学校WC （JHA13） （JHA14）

明治学院東村山高等学校 女子A （JHA15）

明治学院東村山高等学校 女子B



＜9月9日（日）＞

8:30~

9:00~

# 時間 第1コート 第2コート 第3コート 第4コート 第5コート 第6コート 第7コート 第8コート

GONA U12 やまとスポーツマネジメント えいひれ つくばスポーツアカデミー 明治学院東村山高等学校 男子A GONA U18 B ニョッピーズ アクティ部

（EHA1） （EHA6） （EHB1） （EHB6） （HA10） （HA5） （HA14） （EL1）

ウエストシックスなでしこ バンキングス ウエストシックス侍 石垣島アスリートカヤパニーシャ 旧三年一組 明治学院東村山高等学校 男子B 究極 えいひれ（小判鮫）

西武台新座中学校 GONA U15 練馬区立光が丘第二中学校WB 明治学院東村山高等学校 女子A 練馬区立光が丘第二中学校B ウエストシックス＆大乱闘中 練馬区立光が丘第二中学校A 本村アルティメットチーム

（MHA7） （JHA1） （JHA10） （JHA15） （MHA8） （MHB7） （MHB8） （EL6）

東大和市立第四中学校 練馬区立光が丘第二中学校WA 練馬区立光が丘第二中学校WC 明治学院東村山高等学校 女子B 練馬区立光が丘第二中学校D アクティ部中学部 練馬区立光が丘第二中学校C ウエストシックスJr.

GONA U12 ウエストシックスなでしこ えいひれ ウエストシックス侍 GONA U18 A GONA U18 B 明治学院東村山高等学校 男子A

（EHA2） （EHA5） （EHB2） （EHB5） （HA4） （HA6） （HA11）

やまとスポーツマネジメント バンキングス つくばスポーツアカデミー 石垣島アスリートカヤパニーシャ 旧三年一組 ニョッピーズ 究極

GONA U15 GONA U15 練馬区立光が丘第二中学校WA 練馬区立光が丘第二中学校WC 西武台新座中学校 えいひれ（ジンベイザメ） ウエストシックス＆大乱闘中 アクティ部

（MHA4） （JHA2） （JHA8） （JHA14） （MHA6） （MHB4） （MHB6） （EL2）

東大和市立第四中学校 練馬区立光が丘第二中学校WB 明治学院東村山高等学校 女子A 明治学院東村山高等学校 女子B 練馬区立光が丘第二中学校D アクティ部中学部 練馬区立光が丘第二中学校C 本村アルティメットチーム

GONA U12 ウエストシックスなでしこ えいひれ ウエストシックス侍 明治学院東村山高等学校 男子B GONA U18 A えいひれ（小判鮫）

（EHA3） （EHA4） （EHB3） （EHB4） （HA12） （HA3） （EL5）

バンキングス やまとスポーツマネジメント 石垣島アスリートカヤパニーシャ つくばスポーツアカデミー 旧三年一組 ニョッピーズ ウエストシックスJr.

GONA U15 GONA U15 練馬区立光が丘第二中学校WA 練馬区立光が丘第二中学校WB 西武台新座中学校 えいひれ（ジンベイザメ） ウエストシックス＆大乱闘中

（MHA3） （JHA3） （JHA9） （JHA11） （MHA5） （MHB3） （MHB5）

練馬区立光が丘第二中学校D 練馬区立光が丘第二中学校WC 明治学院東村山高等学校 女子B 明治学院東村山高等学校 女子A 練馬区立光が丘第二中学校B 練馬区立光が丘第二中学校C 練馬区立光が丘第二中学校A

アクティ部

（EL3）

ウエストシックスJr.

GONA U18 A 明治学院東村山高等学校 男子B GONA U18 B えいひれ（小判鮫）

EHCT1 EHCT2 EHCT5 EHCT6 （HA1） （HA13） （HA7） （EL4）

明治学院東村山高等学校 男子A 究極 旧三年一組 本村アルティメットチーム

GONA U15 GONA U15 練馬区立光が丘第二中学校WA 練馬区立光が丘第二中学校WB 練馬区立光が丘第二中学校D えいひれ（ジンベイザメ） 練馬区立光が丘第二中学校C

（MHA2） （JHA4） （JHA7） （JHA12） （MHA10） （MHB2） （MHB10）

練馬区立光が丘第二中学校B 明治学院東村山高等学校 女子A 練馬区立光が丘第二中学校WC 明治学院東村山高等学校 女子B 東大和市立第四中学校 練馬区立光が丘第二中学校A アクティ部中学部

GONA U18 B GONA U18 A 明治学院東村山高等学校 男子A

EHCT3 EHCT4 EHCT7 EHCT8 （HA8） （HA2） （HA9） ELT2

究極 明治学院東村山高等学校 男子B ニョッピーズ

GONA U15 GONA U15 練馬区立光が丘第二中学校WA 練馬区立光が丘第二中学校WC 練馬区立光が丘第二中学校B えいひれ（ジンベイザメ） 練馬区立光が丘第二中学校A

（MHA1） （JHA5） （JHA6） （JHA13） （MHA9） （MHB1） （MHB9） ELT1

西武台新座中学校 明治学院東村山高等学校 女子B 練馬区立光が丘第二中学校WB 明治学院東村山高等学校 女子A 東大和市立第四中学校 ウエストシックス＆大乱闘中 アクティ部中学部

HAT1 HAT2 HAT5

MHET2 MHET3 MHET4 MHET5

MHET1 HAT4 HAT6

HAT3

※各部門の全試合終了後に各部門ごとに表彰式をおこないます。
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12:00~

12:25~

12:50~

15:20~
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14:30~

7

8

13:15~

14 14:55~

9:55~

10:20~
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6 11:35~

5 11:10~

9

2

3

4

第5回全国ユースアルティメット選手権大会 ／ タイムスケジュール

0
開場・受付開始

開会式

9:30~1
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