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布佐CUPフットサル大会競技規則

(財）日本サッカー協会競技規則に準じています。その他、布佐CUPローカルルールがございます。
必ず指導者は全て把握して試合に臨んでください。（毎年間違った判断がございます）

タイムアウト
タイムアウトなし。（試合時間はプレーイングタイムでなく総合タイムとする）
但し、ゴールが壊れた場合や、怪我人の介護、ボールの紛失などのロスは審判の判断に任せます。

服装

競技者はスパイクを履いてプレーしてはいけない。（履いてプレーした場合はレッドカードの退場）
小学生の部では必ずすねあてを着用する事。
競技者の服装は季節を考え、チーム全員上着が同色であればビブスでも試合が出来る。
（ストッキングやジャージに関しては同色が望まれるが寒い場合はジャージ(下）を履く事ができる。）
但し、ゴールキーパーはフィールド選手と区別できる服装にしなくてはいけない。

反則

チームの反則の累積はしない。（その為、第二ペナルティは設けない。）
カードはイエローカード2枚で1試合の出場停止。レッドカードで2試合の出場禁止。
試合中のレッドカードは退場。退場者不在で3分間試合続行。3分後退場者以外の競技者出場。
PKは全てペナルティエリアライン上、中心で行う。ゴールキーパー以外の選手はエリアには入れない。
４秒ルールの徹底。審判は必ずボールをセットした際から指でカウントする。（4秒以内であれば走りこみは認められる）
５ｍルールの徹底。審判は早めに注意をする。相手選手が近い場合はボールをセットする前に審判に注意を求める。
プレイヤーのショルダーチャージやスライディングは禁止。（相手に対する接触プレーはしてはいけない）
（ショルダーチャージ・つかむ・押す・相手を蹴る・手で進路妨害する・は禁止です）
GKのペナルティエリアのスライディングは認める。選手は、相手の居ない所でのスライディングは認める

キックオフ
キックオフ・キックインは間接。（直接ゴールは認めない）但し、選手に当たって入った場合はゴールが
認められる。相手は５ｍ以上離れなければいけない。選手に触らずゴールした場合はゴールクリアランスで試合再開。

バックパス

バックパスは、ゴールキーパーが手を使わない限り何回でも出来る。
（味方が戻したボールを手でキャッチした場合はバックパスとして間接フリーキックとする）
間接フリーキックはバックパスをキャッチした場所。ペナルティエリアでキャッチした場合はペナルティライン
エリアの最も近いライン上より間接フリーキック（相手はゴールラインまで下がらなくてはいけない）

キックイン

選手はスローイングでなくキックインで競技が再開される。（間接フリーキック）
キックインの場合は、ライン上で必ず完全停止して４秒以内でキックを行う
(但し、グランドコンデションにより止まらない場合は、静止状態にしようとした行為から行う）
審判はボールをセットしてから指でカウントして4秒以内で蹴らなければ相手ボールの間接フリーキックで再開する。
ボールがキックインでコートに入らなかった場合は相手チームのキックイン
キックインで足がラインを踏み越えた。（相手チームのキックイン）
間接フリーキックが直接ゴールインした場合はノーゴール。GKのゴールクリアランスから試合再開

コーナーキック コーナーキックは直接フリーキックであり、直接ゴールした場合は得点が認められる。

選手交代
選手交代はいつでも自由にできる。（同じ選手が何度でも出場可）但し、選手が完全にコートから（審判に断らなくて良い）
出るまで入れない。入ってしまった場合はイエローカード対象。必ず選手交代エリアから
ゴールキーパーはアウトオブプレーに限る（完全に準備ができている状態）審判に断る。

ペナルティ

ゴールキーパーが直接手で触れるエリア。相手選手はエリア内でもシュートは認められる。
ゴールクリアランスはペナルティエリアを越えないといけない。エリア内でパスした場合はやり直し。
ゴールクリアランスも4秒以内で投げなければいけない。審判は早めの注意を行う。
（反則の場合は最も近いペナルティエリアライン上から間接フリーキック）
相手選手もエリア内でカットしてはいけない。但し、キーパーボールの場合はペナルティエリアの中でもパスは認められる
ゴールキーパーはエリア内でキャッチしたボールは蹴っても・投げても構わない。

エリア 小学生の部でのゴールキーパーが投げる。蹴る（ドロップボールは、OK）行為において
ボールが競技者に触れるか、ピッチ面に触れる前にハーフウェイラインを超えた場合は、ハーフウェイライン上
の任意の地点から相手の間接フリーキックで再開する
ゴールキーパーはエリアの外でもプレーが出来る。（但し、手は使えない）

審判

審判は最低1名（2名でも可能）コート内でのレフリングも可。一般の部は２審判制
審判の服装は対戦チームの服装の色と違えれば審判服を着用しなくても良い。
審判のルールの間違いなどはすぐその場で協議。それ以外の判断などは一切クレームをしない。
試合終了後の審判のクレームは一切受付しません。

総合

ボールはフットサル専用ボール（空気圧0.4～0.6気圧）を使用します。
試合開始は各コートの開始になります。試合開始５分前にはコートに集合してください
PK戦は3名で行う。但し、決勝トーナメント以外では行わない。
提出書類の不備や虚偽が発見された場合は出場停止失格処分になる場合がありますので、間違わずお願いします。
決勝トーナメントの審判は、予選3位のチームが行いますので帰らないでください。
重複登録はクラスが違えば認められる。同クラスに出場させたチームは失格。
ベンチ入り人数は指導者は3名以内とし、競技者は5人、選手登録は10名以内とする。
（但し、幼児の部は選手登録は12名とする）女子競技者は3名で試合成立。他は４名で試合成立

女子の部

女子の部は、小学生4年以上が参加可能。選手登録は25歳以下の選手が登録しているチームは5人対戦チームに
25歳以下の選手がいなく平均年齢が30歳以上である場合は6人で試合が出来る。
小学生のみのチームは同等条件(になります（5人対5人）
女子・シニアの部はメンバー表の提出をお願いします。（当日開会式まで）氏名・年齢・背番号のみ

試合時間 幼児の部は６分-１分‐６分　　その他は８分-２分‐８分
順位 総合順位の決定は勝点＞得失点＞総得点＞総失点>コイントスで決定



布佐CUPフットサル注意事項

予選会場南小の開門時間は8時00分になります。
開会式はございません。また、運営上本部挨拶はご遠慮お願いします。

予選が延期になった場合、予備日の試合時間が変更になる場合があります。
午前の部と午後の部があります。車の入れ替えの為早めの退場お願いします。

学校施設

予選を全て学校施設で行います。学校施設内（グランド・校舎・敷地）は全て禁煙になります
喫煙をする場合は、裏校門の外に灰皿を用意していますのでその場所以外はご遠慮ください
トイレは体育館のトイレになります
立ち入り禁止区域があります。学校施設備品の使用も禁止します。（遊戯道具など）
芝生内は立ち入り禁止となっています。見学・ボールの使用も禁止です
校舎の中央入口玄関には荷物･ベンチは置かない。（選手テントは全てグランド内）
グランド以外の場所でのボールの使用は禁止です。（駐車場など）

駐車場

布佐南小学校は、グランド・駐車場以外の施設の立ち入り禁止になります。
布佐南小学校の駐車場は全て前進駐車となっています。また駐車場のスペースが限りがあますので、
駐車台数は駐車券を発行しますのでそれ以外の出ご来場は禁止します。入口で台数をチェックします
（周りは住宅街になっていますので路上駐車もできません。）近くに駐車場もありません。
１チーム登録が３台、２チーム登録が５台、３チーム登録が７台、４チーム登録が９台になります
勝手に路上駐車をしたりしますと今後大会が開けなくなりますのでご協力お願いします。
荷物の積み下ろしや人の乗り降りは南小の駐車場を利用できません。裏門にお願いします。
同じチームで固まって駐車していただきますので係員の誘導に従ってください。
駐車場での事故、盗難につきましては本人の責任にてお願いします。（当クラブは関知しません。）

競技

別紙の競技規則を読んでお願いします。
審判カードは各コートの椅子にありますので試合終了後本部までお持ちください。
ＡチームＢチームは強いチームからＡでなくチームの判断に任せます。
全て学年通りになりますので女の子でも学年になります。（我孫子市の1学年下に出れるルールは適応しない）
一斉スタートではありません。試合開始は各コートの開始になります。試合開始５分前にはコートに集合してください。
審判が不在の場合は本部までご連絡ください。
空きコート、試合球は勝手に使用しないでください。またボールが遠くに行ってしまいましたら
試合しているチーム関係者のご協力をお願いします
応援はベンチの反対側又は、ベンチ裏でお願いします。（ゴール裏以外ＯＫ）
ウェアは選手の体調管理の為、上は同一色（ビブスでもＯＫ）下はジャージでもＯＫです
審判に対するクレームは全て受付しません。審判が間違ったルールでしたらその場で協議お願いします。

総合

落し物などございましたら本部までお持ちください。（当日から１ヶ月保管します）
ごみはチームが責任を持ってお持ち帰りください。
雨の場合の試合の延期につきましては当日責任者宛に第１試合開始２時間前にご連絡します。
運営人数が少ない為、ご協力を願う場合がありますので宜しくお願いします。
1位から3位まで表彰しますので最後まで残っていてください。
小学生・女子・幼児の部の準優勝までメダルを授与。１位から３位には賞状を授与する。
チームの写真を撮る会社が来ます。お断りするチームは本部までお知らせください。
お断りのないチームは代表者の住所を写真会社にお知らせします。



布佐ＣＵＰ　注意事項（厳守）

布佐ＣＵＰ運営にあたり、必ず守っていただけないと運営が出来なくなります

昨年度違反行為が多数ありましたので必ずお守りください。

① 駐車場は限られています。駐車券の無い車は呼び出しをして退場して頂きますので
必ず、フロントに必要事項をお書きの上提示してください。
（入場の際チェックしますのでない車は入れません。忘れた車も同様です。）

学校の回りは全て住宅地のため駐車はできません。路上駐車は絶対しないでください
（チームの父兄には必ずお伝えください。警察に通報されます）

駐車券には入場の場所が書かれていますので要綱に地図がございますので
確認してお願いします。

路上駐車された車を発見した場合は、チームを確認させていただいた上
違反チームには決勝トーナメントを辞退していただく場合があります。

開場は8時になりますのでその前には来場しないようにお願いします。
（その前は校門は閉まっていますので入場はご遠慮ください。）

② 喫煙は学校敷地内は禁煙です。裏門に喫煙所を設けますのでそちらでお願いします。

③ 受付はは9時試合前に受付お願いします。

④ 延期の連絡は7時になります。（代表者宛）その前に確認したい場合は連絡先までお願いします。

⑤ 学校の立ち入り禁止区域がありますのでご注意ください。

⑥ 開会式は行いません。各自試合前の1時間前に来場お願いします。

⑦ 試合は午前の部と午後の部がありますので、午前の部のチームは試合終了後
速やかに車の移動をお願いします。（車の入れ替えがあるので）
昼食は本戦が行われる気象台記念公園でお願いします。
午後の部の駐車は12時30分時以降でないと入れ替えができませんので
その前に来ていただいても入場をお断りする事があります。

連絡先

布佐少年サッカークラブ　　総務　　　　近藤 090-1531-5314までお願いします。



布佐CUPフットサル大会　低学年の部（２年生以下）　予選

２０１０年１０月２４日(日）　予備日１１/１３日　布佐南小学校 午前の部
8時より入場開始

予選Aグループ
布佐Ａ アヴァンスＢ 初石少年Ｃ 得点 失点 得失点 勝点 順位

布佐Ａ *** 1*1 3*1
アヴァンスＢ 9:00 *** 5*1
初石少年Ｃ 9:30 10:00 ****

予選Bグループ
高野山Ａ ロッサ スリーオＢ 得点 失点 得失点 勝点 順位

高野山Ａ *** 1*2 3*2
ロッサ 9:00 *** 5*2

スリーオークスＢ 9:30 10:00 ***

予選Cグループ
翼 エステレーＢ スリーオＣ 得点 失点 得失点 勝点 順位

翼 *** 1*3 3*3
エステレーラＢ 9:00 *** 5*3
スリーオークスＣ 9:30 10:00 ***

予選Dグループ
高柳ＦＣＡ 高野山Ｂ 初石少年Ｄ 得点 失点 得失点 勝点 順位

高柳ＦＣＡ *** 1*4 3*4
高野山Ｂ 9:00 *** 5*4
初石少年Ｄ 9:30 10;30 ***

予選Eグループ
スリーオＡ 布佐Ｂ 湖北台西Ｂ 得点 失点 得失点 勝点 順位

スリーオークスＡ *** 2*1 4*1
布佐Ｂ 9:00 *** 6*1
湖北台西Ｂ 10:00 10;30 ***

予選Ｆグループ
エステレーＡ 初石少年Ｂ 高野山Ｄ 得点 失点 得失点 勝点 順位

エステレーラＡ *** 2*2 4*2
初石少年Ｂ 9:00 *** 6*2
高野山Ｄ 10:00 10;30 ***

予選Gグループ
初石少年Ａ 高柳ＦＣＢ 布佐Ｃ 得点 失点 得失点 勝点 順位

初石少年Ａ *** 2*3 4*3
高柳ＦＣＢ 9:30 *** 6*3
布佐Ｃ 10:00 10;30 ***

予選Hグループ
アヴァンスＡ 湖北台西Ａ 高野山Ｃ 得点 失点 得失点 勝点 順位

アヴァンスＡ *** 2*4 4*4
湖北台西Ａ 9:30 *** 6*4
高野山Ｃ 9：50 10;30 ***

審判

11:00

予選Ａ1位 7*1 予選Ｃ２位 Ａ３位 勝って、得点を沢山取った6チームが
予選Ｂ1位 7*2 予選Ｇ２位 Ｂ３位 12/19本戦に出場。
予選Ｃ1位 7*3 予選Ａ２位 Ｃ３位 得点・失点・得失点差が同じ場合は
予選Ｄ1位 7*4 予選Ｅ２位 Ｄ３位 チーム代表3名でＰＫをする

11:30

予選Ｅ1位 8*1 予選Ｅ２位 Ｅ３位
予選Ｆ1位 8*2 予選Ｇ２位 Ｆ３位 本戦出場6チームは
予選Ｇ1位 8*3 予選Ｆ２位 Ｇ３位 本戦用の駐車券を本部まで
予選Ｈ1位 8*4 予選Ｃ２位 Ｈ３位 取りに来て下さい。

本戦の対戦は再度調整します。（チーム同士が同じリーグにならない様）



布佐CUPフットサル大会　低学年の部（２年生以下）　予選

２０１０年１０月２４日(日）　予備日１１/１３日　布佐南小学校 午後の部
12:30時より入場開始

予選Ａグループ
つくし野A 利根B 布佐F 得点 失点 得失点 勝点 順位

つくし野A *** 1*1 2*3
利根キッカーズB 13:30 *** 3*5

布佐F 14:00 14:30 ****

予選Ｂグループ
アミスターA 松葉B 布佐F 得点 失点 得失点 勝点 順位

アミスターA *** 1*2 2*4
松葉B 13:30 *** 3*6
布佐F 14:00 14:30 ***

予選Ｃグループ
松戸小金原A 三小 アミスターC 得点 失点 得失点 勝点 順位

松戸小金原A *** 1*3 2*5
三小キッカーズ 13:30 *** 4*1
アミスターC 14:00 15:00 ***

予選Ｄグループ
クレストＳＣ-A 新木やまと つくし野C 得点 失点 得失点 勝点 順位

クレストＳＣ-A *** 1*4 2*6
新木やまと 13:30 *** 4*2
つくし野C 14:00 15:00 ***

予選Ｅグループ
利根A 沼南A 隼SC-B 得点 失点 得失点 勝点 順位

利根キッカーズA *** 1*5 3*1
FORZA！沼南A 13:30 *** 4*3
隼SC-B 14:30 15:00 ***

予選Ｆグループ
印西ＦＣ アミスターB 松戸小金原C 得点 失点 得失点 勝点 順位

印西ＦＣ *** 1*6 3*2
アミスターB 13:30 *** 4*4
松戸小金原C 14:30 15:00 ***

予選Ｇグループ
隼SC-A クレストＳＣ-B 沼南B 得点 失点 得失点 勝点 順位

隼SC-A *** 2*1 3*3
クレストＳＣ-B 14:00 *** 4*5
FORZA！沼南B 14:30 15:00 ***

予選Ｈグループ
松葉A 松戸小金原B つくし野B 得点 失点 得失点 勝点 順位

松葉A *** 2*2 3*4
松戸小金原B 14:00 *** 4*6
つくし野B 14:30 15:00 ***

審判

15:30

予選Ａ1位 7*1 予選Ｃ２位 Ａ３位 勝って、得点を沢山取った6チームが
予選Ｂ1位 7*2 予選Ｇ２位 Ｂ３位 12/19本戦に出場。
予選Ｃ1位 7*3 予選Ａ２位 Ｃ３位 得点・失点・得失点差が同じ場合は
予選Ｄ1位 7*4 予選Ｅ２位 Ｄ３位 チーム代表3名でＰＫをする

16:00

予選Ｅ1位 8*1 予選Ｂ２位 Ｅ３位
予選Ｆ1位 8*2 予選Ｄ２位 Ｆ３位 本戦出場6チームは
予選Ｇ1位 8*3 予選Ｈ２位 Ｇ３位 本戦用の駐車券を本部まで
予選Ｈ1位 8*4 予選Ｆ２位 Ｈ３位 取りに来て下さい。

本戦の対戦は再度調整します。（チーム同士が同じリーグにならない様）



審判 審判 審判 審判 審判 審判

布佐Ａ 高野山Ａ 翼 高柳ＦＣＡ スリーオークスＡ エステレーラＡ

アヴァンスＢ ロッサ エステレーラＢ 高野山Ｂ 布佐Ｂ 初石少年Ｂ

初石少年Ａ アヴァンスＡ 布佐Ａ 高野山Ａ 翼 高柳ＦＣＡ

高柳ＦＣＢ 湖北台西Ａ 初石少年Ｃ スリーオークスＢ スリーオークスＣ 初石少年Ｄ

スリーオークスＡ エステレーラＡ 初石少年Ａ アヴァンスＡ アヴァンスＢ ロッサ

湖北台西Ｂ 高野山Ｄ 布佐Ｃ 高野山Ｃ 初石少年Ｃ スリーオークスＢ

エステレーラＢ 高野山Ｂ 布佐Ｂ 初石少年Ｂ 高柳ＦＣＢ 湖北台西Ａ

スリーオークスＣ 初石少年Ｄ 湖北台西Ｂ 高野山Ｄ 布佐Ｃ 高野山Ｃ

A１位 Ｂ１位 Ｃ１位 Ｄ１位

C２位 G２位 A２位 E２位

Ｅ１位 Ｆ１位 Ｇ１位 Ｈ１位

D２位 H２位 B２位 F２位

A B C D
布佐Ａ 高野山Ａ 翼 高柳ＦＣＡ

アヴァンスＢ ロッサ エステレーラＢ 高野山Ｂ
初石少年Ｃ スリーオークスＢ スリーオークスＣ 初石少年Ｄ

E F G H
スリーオークスＡ エステレーラＡ 初石少年Ａ アヴァンスＡ

布佐Ｂ 初石少年Ｂ 高柳ＦＣＢ 湖北台西Ａ
湖北台西Ｂ 高野山Ｄ 布佐Ｃ 高野山Ｃ 取りに来て下さい。

勝って、得点を沢山取った6チームが
12/19本戦に出場。

得点・失点・得失点差が同じ場合は
チーム代表3名でＰＫをする

午前の部と午後の部があります。駐車場の入れ替えがある為、12時15分までに退場お願いします。
昼食は気象台記念公園などでお願いします。（駐車場・トイレあり）

本戦出場6チームは
本戦用の駐車券を本部まで

本戦の対戦は再度調整します。（チーム同士が同じリーグにならない様）

Ｇ3位 Ｈ3位6 11:30 Ｅ3位 Ｆ3位

Ｃ3位 Ｄ3位5 11:00 A3位 Ｂ3位

エステレ アヴァン 翼 初石4 10:30 高柳 スリー

高野山 湖北西 高柳 布佐3 10:00 初石 湖北西

湖北西

9:30 高野山 ロッサ アヴァン エステレ 布佐 アヴァン

5コート

2

6コート

1 9:00 スリー 初石 初石 スリー 高野山

連続して試合がありますので、試合は時間通りに行います。審判カードはコートの椅子にあります。審判終了後本部まで審判カードをお持ちください。

布佐CUPフットサル大会　低学年の部10/24（２年生以下）　予選　　午前の部

8時より入場開始

1コート 2コート 3コート 4コート



布佐CUPフットサル大会　低学年の部10/24（２年生以下）　予選　　午後の部

12時30分より入場開始

1コート 2コート 3コート 4コート 5コート 6コート

審判 審判 審判 審判 審判 審判

1 13:30
つくし野A

小金原
アミスターA

つくし野
松戸小金原A

隼
クレストＳＣ-A

布佐
利根キッカーズA

アミス
印西ＦＣ

布佐
利根キッカーズB 松葉B 三小キッカーズ 新木やまと FORZA！沼南A アミスターB

2 14:00
隼SC-A

松葉
松葉A

新木
つくし野A

沼南
アミスターA

利根
松戸小金原A

つくし野
クレストＳＣ-A

三小
クレストＳＣ-B 松戸小金原B 布佐F 布佐F アミスターC つくし野C

3 14:30
利根キッカーズA

アミスタ
印西ＦＣ

クレスト
隼SC-A

アミスタ
松葉A

沼南
利根キッカーズB

小金原
松葉B

つくし野
隼SC-B 松戸小金原C FORZA！沼南B つくし野B 布佐F 布佐F

4 15:00
三小キッカーズ

印西
新木やまと

松葉
FORZA！沼南A

クレスト
アミスターB

隼
クレストＳＣ-B

小金原
松戸小金原B

利根
アミスターC つくし野C 隼SC-B 松戸小金原C FORZA！沼南B つくし野B

5 15:30
A１位

A3位
Ｂ１位

Ｂ3位
Ｃ１位

Ｃ3位
Ｄ１位

Ｄ3位
C２位 G２位 A２位 E２位

6 16:00
Ｅ１位

Ｅ3位
Ｆ１位

Ｆ3位
Ｇ１位

Ｇ3位
Ｈ１位

Ｈ3位
Ｂ２位 D２位 Ｈ2位 Ｆ2位

連続して試合がありますので、試合は時間通りに行います。審判カードはコートの椅子にあります。審判終了後本部まで審判カードをお持ちください。

A B C D
つくし野A アミスターA 松戸小金原A クレストＳＣ-A 勝って、得点を沢山取った6チームが

利根キッカーズB 松葉B 三小キッカーズ 新木やまと 12/19本戦に出場。
布佐F 布佐F アミスターC つくし野C 得点・失点・得失点差が同じ場合は

チーム代表3名でＰＫをする
E F G H

利根キッカーズA 印西ＦＣ 隼SC-A 松葉A 本戦出場6チームは
FORZA！沼南A アミスターB クレストＳＣ-B 松戸小金原B 本戦用の駐車券を本部まで
隼SC-B 松戸小金原C FORZA！沼南B つくし野B 取りに来て下さい。

本戦の対戦は再度調整します。（チーム同士が同じリーグにならない様）

*布佐Fはリーグ戦のみ参加のフレンドリーチームです。



布佐CUPフットサル大会　低学年の部(２年生以下）

予選リーグ ２０１０年１２月１９日(日）予備日２６日

Aグループ

得点 失点 得失点 勝点 順位

*** 9:25 10:15

1*1 *** 11:55

3*1 7*1 ***

Bグループ

得点 失点 得失点 勝点 順位

*** 9:25 10:15

1*2 *** 11:55

3*2 7*2 ***

Cグループ

得点 失点 得失点 勝点 順位

*** 9:25 10:15

1*3 *** 11:30

3*3 7*3 ***

Dグループ

得点 失点 得失点 勝点 順位

*** 9:25 10:15

1*4 *** 11:55

3*4 7*4 ***

決勝トーナメント

Ａ1位 9*1

13:00
11*3

Ｃ２位
13:50

13*5

Ｂ１位 9*2

13:00
Ｄ２位

14:15
Ｃ１位 9*3

13:00
11*4

Ｂ２位
13:50

Ｄ１位 9*4

13:00
Ａ２位



布佐CUPフットサル大会　中学年の部（４年生以下）　予選

２０１０年１１月１４日(日）　予備日１１月２１日　布佐南小学校 午前の部
8時より入場開始

予選Aグループ
布佐Ａ ＦＣ高津Ｂ 豊四季Ｄ 得点 失点 得失点 勝点 順位

布佐Ａ *** 1*1 3*1
ＦＣ高津Ｂ 9:00 *** 5*1
豊四季Ｄ 9:30 10:00 ****

予選Bグループ
三小Ａ 隼Ａ エステレーＢ 得点 失点 得失点 勝点 順位

三小キッカーズＡ *** 1*2 3*2
隼Ａ 9:00 *** 5*2

エステレーラＢ 9:30 10:00 ***

予選Cグループ
イレブンＪｒＡ 豊四季Ｂ 布佐Ｃ 得点 失点 得失点 勝点 順位

イレブンＪｒＡ *** 1*3 3*3
豊四季Ｂ 9:00 *** 5*3
布佐Ｃ 9:30 10:00 ***

予選Dグループ
新松戸 イレブンＪｒＢ 豊四季Ｃ 得点 失点 得失点 勝点 順位

新松戸 *** 1*4 3*4
イレブンＪｒＢ 9:00 *** 5*4
豊四季Ｃ 9:30 10;30 ***

予選Eグループ
高柳ＦＣ アヴァンス 布佐Ｂ 得点 失点 得失点 勝点 順位

高柳ＦＣ *** 2*1 4*1
アヴァンス 9:00 *** 6*1
布佐Ｂ 10:00 10;30 ***

予選Ｆグループ
利根 ＦＣ高津Ａ 隼Ｂ 得点 失点 得失点 勝点 順位

利根キッカーズ *** 2*2 4*2
ＦＣ高津Ａ 9:00 *** 6*2
隼Ｂ 10:00 10;30 ***

予選Gグループ
エステレーＡ 豊四季Ａ 三小Ｂ 得点 失点 得失点 勝点 順位

エステレーラＡ *** 2*3 4*3
豊四季Ａ 9:30 *** 6*3

三小キッカーズＢ 10:00 10;30 ***

審判

11:00

予選Ａ1位 7*1 予選Ｄ２位 Ａ３位 勝って、得点を沢山取った6チームが
予選Ｂ1位 7*2 予選Ａ２位 Ｂ３位 12/19本戦に出場。
予選Ｃ1位 7*3 予選Ｂ２位 Ｃ３位 得点・失点・得失点差が同じ場合は
予選Ｄ1位 7*4 予選Ｃ２位 Ｄ３位 チーム代表3名でＰＫをする

11:30

予選Ｅ1位 8*1 予選Ｇ２位 Ｅ３位
予選Ｆ1位 8*2 予選Ｅ２位 Ｆ３位 本戦出場6チームは
予選Ｇ1位 8*3 予選Ｆ２位 Ｇ３位 本戦用の駐車券を本部まで

取りに来て下さい。

本戦の対戦は再度調整します。（チーム同士が同じリーグにならない様）



布佐CUPフットサル大会　中学年の部（４年生以下）　予選

２０１０年１１月１４日(日）　予備日１１月２１日　布佐南小学校 午後の部
12:30時より入場開始

予選Ａグループ
つくし野A 沼南B 大久保東B 得点 失点 得失点 勝点 順位

つくし野A *** 1*1 2*3
FORZA！沼南B 13:30 *** 3*5
大久保東B 14:00 14:30 ****

予選Ｂグループ
高野山A 中根ＦＣ-A つくし野D 得点 失点 得失点 勝点 順位

高野山A *** 1*2 2*4
中根ＦＣ-A 13:30 *** 3*6
つくし野D 14:00 14:30 ***

予選Ｃグループ
松葉A 翼B 中根ＦＣ-B 得点 失点 得失点 勝点 順位

松葉A *** 1*3 2*5
翼B 13:30 *** 4*1

中根ＦＣ-B 14:00 15:00 ***

予選Ｄグループ
クレストＳＣ-A 松葉B つくし野B 得点 失点 得失点 勝点 順位

クレストＳＣ-A *** 1*4 2*6
松葉B 13:30 *** 4*2
つくし野B 14:00 15:00 ***

予選Ｅグループ
沼南A 高野山B 成田B 得点 失点 得失点 勝点 順位

FORZA！沼南A *** 1*5 3*1
高野山B 13:30 *** 4*3

クオーレ成田B 14:30 15:00 ***

予選Ｆグループ
成田A ロッサ つくし野C 得点 失点 得失点 勝点 順位

クオーレ成田A *** 1*6 3*2
ロッサ 13:30 *** 4*4
つくし野C 14:30 15:00 ***

予選Ｇグループ
大久保東A アミスター 松葉C 得点 失点 得失点 勝点 順位

大久保東A *** 2*1 3*3
アミスター 14:00 *** 4*5
松葉C 14:30 15:00 ***

予選Ｈグループ
翼A クレストＳＣ-B スリーオー 得点 失点 得失点 勝点 順位

翼A *** 2*2 3*4
クレストＳＣ-B 14:00 *** 4*6
スリーオークス 14:30 15:00 ***

審判

15:30

予選Ａ1位 7*1 予選Ｃ２位 Ａ３位 勝って、得点を沢山取った6チームが
予選Ｂ1位 7*2 予選Ｇ２位 Ｂ３位 12/19本戦に出場。
予選Ｃ1位 7*3 予選Ａ２位 Ｃ３位 得点・失点・得失点差が同じ場合は
予選Ｄ1位 7*4 予選Ｅ２位 Ｄ３位 チーム代表3名でＰＫをする

16:00

予選Ｅ1位 8*1 予選Ｄ２位 Ｅ３位
予選Ｆ1位 8*2 予選Ｈ２位 Ｆ３位 本戦出場6チームは
予選Ｇ1位 8*3 予選Ｂ２位 Ｇ３位 本戦用の駐車券を本部まで
予選Ｈ1位 8*4 予選Ｆ２位 Ｈ３位 取りに来て下さい。

本戦の対戦は再度調整します。（チーム同士が同じリーグにならない様）



審判 審判 審判 審判 審判 審判

布佐Ａ 三小キッカーズＡ イレブンＪｒＡ 新松戸 高柳ＦＣ 利根キッカーズ

ＦＣ高津Ｂ 隼Ａ 豊四季Ｂ イレブンＪｒＢ アヴァンス ＦＣ高津Ａ

エステレーラＡ 布佐Ａ 三小キッカーズＡ イレブンＪｒＡ 新松戸 高柳ＦＣ

豊四季Ａ 豊四季Ｄ エステレーラＢ 布佐Ｃ 豊四季Ｃ 布佐Ｂ

利根キッカーズ エステレーラＡ ＦＣ高津Ｂ 隼Ａ 豊四季Ｂ イレブンＪｒＢ

隼Ｂ 三小キッカーズＢ 豊四季Ｄ エステレーラＢ 布佐Ｃ 豊四季Ｃ

アヴァンス ＦＣ高津Ａ 豊四季Ａ

布佐Ｂ 隼Ｂ 三小キッカーズＢ

A１位 Ｂ１位 Ｃ１位 Ｄ１位

Ｄ2位 Ａ2位 Ｂ2位 Ｃ2位

Ｅ１位 Ｆ１位 Ｇ１位

Ｇ2位 Ｅ2位 Ｆ2位

A B C D
布佐Ａ 三小キッカーズＡ イレブンＪｒＡ 新松戸
ＦＣ高津Ｂ 隼Ａ 豊四季Ｂ イレブンＪｒＢ
豊四季Ｄ エステレーラＢ 布佐Ｃ 豊四季Ｃ

E F G
高柳ＦＣ 利根キッカーズ エステレーラＡ
アヴァンス ＦＣ高津Ａ 豊四季Ａ
布佐Ｂ 隼Ｂ 三小キッカーズＢ

連続して試合がありますので、試合は時間通りに行います。審判カードはコートの椅子にあります。審判終了後本部まで審判カードをお持ちください。

布佐CUPフットサル大会　中学年の部11/14（4年生以下）　予選　　午前の部

8時より入場開始

1コート 2コート 3コート 4コート 5コート

2

6コート

1 9:00 隼 エステレ 布佐 布佐 豊四季 豊四季

9:30 高津 三小 隼 アヴァン イレブン 隼

3 10:00 布佐 新松戸 イレブン 豊四季 高津 三小

4 10:30 利根 エステレ 高柳

5 11:00 A3位 Ｂ3位 Ｃ3位 Ｄ3位

6 11:30 Ｅ3位 Ｆ3位 Ｇ3位

午前の部と午後の部があります。駐車場の入れ替えがある為、12時15分までに退場お願いします。

本戦出場6チームは
本戦用の駐車券を本部まで
取りに来て下さい。

勝って、得点を沢山取った6チームが
12/19本戦に出場。

得点・失点・得失点差が同じ場合は
チーム代表3名でＰＫをする

昼食は気象台記念公園などでお願いします。（駐車場・トイレあり）

本戦の対戦は再度調整します。（チーム同士が同じリーグにならない様）



東

布佐CUPフットサル大会　中学年の部11/14（4年生以下）　予選　　午後の部

12時30分より入場開始

1コート 2コート 3コート 4コート 5コート 6コート

審判 審判 審判 審判 審判 審判

1 13:30
つくし野A

中根
高野山A

大久保東
松葉A

つくし野
クレストＳＣ-A

つくし野
FORZA！沼南A

成田
クオーレ成田A

中根
FORZA！沼南B 中根ＦＣ-A 翼B 松葉B 高野山B ロッサ

2 14:00
大久保東A

松葉
翼A

大久保東
つくし野A

沼南
高野山A

中根
松葉A

松葉
クレストＳＣ-A

スリーオ
アミスター クレストＳＣ-B 大久保東B つくし野D 中根ＦＣ-B つくし野B

3 14:30
FORZA！沼南A

ロッサ
クオーレ成田A

高野山
大久保東A

アミス
翼A

クレスト
FORZA！沼南B

つくし野
中根ＦＣ-A

高野山
クオーレ成田B つくし野C 松葉C スリーオークス 大久保東B つくし野D

4 15:00
翼B

成田
松葉B

沼南
高野山B

大久保
ロッサ

クレスト
アミスター

翼
クレストＳＣ-B

松葉
中根ＦＣ-B つくし野B クオーレ成田B つくし野C 松葉C スリーオークス

5 15:30
A１位

A3位
Ｂ１位

Ｂ3位
Ｃ１位

Ｃ3位
Ｄ１位

Ｄ3位
C２位 G２位 A２位 E２位

6 16;00
Ｅ１位

Ｅ3位
Ｆ１位

Ｆ3位
Ｇ１位

Ｇ3位
Ｈ１位

Ｈ3位
D２位 H２位 B２位 F２位

連続して試合がありますので、試合は時間通りに行います。審判カードはコートの椅子にあります。審判終了後本部まで審判カードをお持ちください。

A B C D
つくし野A 高野山A 松葉A クレストＳＣ-A 勝って、得点を沢山取った6チームが

FORZA！沼南B 中根ＦＣ-A 翼B 松葉B 12/19本戦に出場。
大久保東B つくし野D 中根ＦＣ-B つくし野B 得点・失点・得失点差が同じ場合は

チーム代表3名でＰＫをする
E F G H

FORZA！沼南A クオーレ成田A 大久保東A 翼A 本戦出場6チームは
高野山B ロッサ アミスター クレストＳＣ-B 本戦用の駐車券を本部まで

クオーレ成田B つくし野C 松葉C スリーオークス 取りに来て下さい。

本戦の対戦は再度調整します。（チーム同士が同じリーグにならない様）



布佐CUPフットサル大会　中学年の部(４年生以下）

予選リーグ ２０１０年１２月１９日(日）予備日２６日

Aグループ

得点 失点 得失点 勝点 順位

*** 9:25 11:05

1*5 *** 11:55

5*1 7*5 ***

Bグループ

得点 失点 得失点 勝点 順位

*** 9:25 11:05

1*6 *** 11:55

5*2 7*6 ***

Cグループ

得点 失点 得失点 勝点 順位

*** 9:25 11:05

1*7 *** 11:30

5*3 7*7 ***

Dグループ

得点 失点 得失点 勝点 順位

*** 9:25 11:05

1*8 *** 11:55

5*4 7*8 ***

決勝トーナメント

Ａ1位 9*5

13:00
11*3

Ｃ２位
13:50

12*4

Ｂ１位 9*6

13:00
Ｄ２位

14:15
Ｃ１位 9*7

13:00
11*4

Ｂ２位
13:50

Ｄ１位 9*8

13:00
Ａ２位



予選Aグループ
つくし野A ロッサJ・F・C 豊四季FC-D 得点 失点 得失点 勝点 順位

つくし野A *** 1*1 2*5
ロッサJ・F・C 9:00 *** 4*3
豊四季FC-D 9:30 10：30 ****

予選Bグループ
翼SC-A 高柳FC スリーオーC 得点 失点 得失点 勝点 順位

翼SC-A *** 1*2 2*6
高柳FC 9:00 *** 4*4

スリーオークスC 9:30 10：30 ***

予選Cグループ
沼南A 龍ヶ崎SSS エステレーB 得点 失点 得失点 勝点 順位

FORZA！沼南A *** 1*3 3*1
龍ヶ崎SSS 9:00 *** 4*5
エステレーラB 10：00 10：30 ***

予選Dグループ
豊四季FC-A つくし野B 中根ＦＣ-B 得点 失点 得失点 勝点 順位

豊四季FC-A *** 1*4 3*2
つくし野B 9:00 *** 4*6
中根ＦＣ-B 10：00 10：30 ***

予選Eグループ
アヴァンスA 布佐ＦC 沼南D 得点 失点 得失点 勝点 順位

アヴァンスSC-A *** 1*5 3*3
布佐ＦC 9:00 *** 5*1

FORZA！沼南D 10：00 11：00 ***

予選Ｆグループ
エステレーA 利根B 豊四季FC-B 得点 失点 得失点 勝点 順位

エステレーラA *** 1*6 3*4
利根キッカーズB 9:00 *** 5*2
豊四季FC-B 10：00 11：00 ***

予選Gグループ
クレストＳＣ-A かじがやＦＣ 沼南C 得点 失点 得失点 勝点 順位

クレストＳＣ-A *** 2*1 3*5
かじがやＦＣ 9:30 *** 5*3
FORZA！沼南C 10：00 11：00 ***

予選Hグループ
利根A クレストＳＣ-B 豊四季FC-D 得点 失点 得失点 勝点 順位

利根キッカーズA *** 2*2 3*6
クレストＳＣ-B 9:30 *** 5*4
豊四季FC-C 10：00 11：00 ***

予選Ｉグループ
中根ＦＣ-A 沼南B つくし野C 得点 失点 得失点 勝点 順位

中根ＦＣ-A *** 2*3 4*1
FORZA！沼南B 9:30 *** 5*5
つくし野C 10：30 11：00 ***

予選Ｊグループ
スリーオーA アヴァンスB 翼SC-B 得点 失点 得失点 勝点 順位

スリーオークスA *** 2*4 4*2
アヴァンスSC-B 9:30 *** 5*6
翼SC-B 10：30 11：00 ***

8時より入場開始

布佐CUPフットサル大会　高学年の部10/23（６年生以下）　予選

２０１０年１０月２３日(土）　予備日1０/３１日　布佐南小学校



11:30

予選A1位 6*1 予選Ｇ２位 Ａ３位 勝って、得点を沢山取った８チームが
予選Ｂ1位 6*2 予選Ｉ２位 Ｂ３位 12/19本戦に出場。
予選Ｃ1位 6*3 予選Ｊ２位 Ｃ３位 得点・失点・得失点差が同じ場合は
予選Ｄ1位 6*4 予選Ｅ２位 Ｄ３位 チーム代表3名でＰＫをする
予選Ｅ1位 6*5 予選Ｆ２位 Ｅ３位

12；00

予選Ｆ1位 7*1 予選Ｂ２位 Ｆ３位 本戦出場８チームは
予選Ｇ1位 7*2 予選A２位 Ｇ３位 本戦用の駐車券を本部まで
予選Ｈ1位 7*3 予選Ｃ２位 Ｈ３位 取りに来て下さい。
予選Ｉ1位 7*4 予選Ｈ２位 Ｉ３位
予選Ｊ1位 7*5 予選Ｄ２位 Ｊ３位

本戦の対戦は再度調整します。（チーム同士が同じリーグにならない様）

布佐CUPフットサル大会　高学年の部10/31（６年生以下）　予選

8時30分より入場開始
予選Aグループ

アミスターＡ 松葉A 布佐Ｂ 得点 失点 得失点 勝点 順位
アミスターＡ *** 1*1 2*1
松葉A 9：30 *** 3*1
布佐Ｂ 10:00 10：30 ****

予選Bグループ
三小Ａ イレブン アミスターＣ 得点 失点 得失点 勝点 順位

三小キッカーズＡ *** 1*2 2*2
イレブンジュニア 9：30 *** 3*2
アミスターＣ 10:00 10：30 ***

予選Cグループ
隼Ａ アミスターＢ 三小B 得点 失点 得失点 勝点 順位

隼Ａ *** 1*3 2*3
アミスターＢ 9：30 *** 3*3

三小キッカーズB 10:00 10：30 ***

予選Dグループ
布佐Ａ 隼Ｂ 松葉B 得点 失点 得失点 勝点 順位

布佐Ａ *** 1*4 2*4
隼Ｂ 9：30 *** 3*4
松葉B 10：00 10：30 ***

11:00

予選A1位 4*1 予選Ｂ２位 　勝利したチームが本戦出場
予選Ｂ1位 4*2 予選Ｃ２位 本戦出場４チームは
予選Ｃ1位 4*3 予選Ｄ2位 本戦用の駐車券を本部まで
予選Ｄ1位 4*4 予選A2位 取りに来て下さい。

審判はグループ3位のチームになります。

本戦の対戦は再度調整します。（チーム同士が同じリーグにならない様）
10/23が延期の場合は午後の部として14時より行います。



審判 審判 審判 審判 審判 審判

つくし野SC-A 翼SC-A FORZA！沼南A 豊四季FC-A アヴァンスSC-A エステレーラA

ロッサJ・F・C 高柳FC 龍ヶ崎SSS つくし野B 布佐ＦC 利根キッカーズB

クレストＳＣ-A 利根キッカーズA 中根ＦＣ-A スリーオークスA つくし野SC-A 翼SC-A

かじがやＦＣ クレストＳＣ-B FORZA！沼南B アヴァンスSC-B 豊四季FC-D スリーオークスC

FORZA！沼南A 豊四季FC-A アヴァンスSC-A エステレーラA クレストＳＣ-A 利根キッカーズA

エステレーラB 中根ＦＣ-B FORZA！沼南D 豊四季FC-B FORZA！沼南C 豊四季FC-C

中根ＦＣ-A スリーオークスA ロッサJ・F・C 高柳FC 龍ヶ崎SSS つくし野B

つくし野SC-C 翼SC-B 豊四季FC-D スリーオークスC エステレーラB 中根ＦＣ-B

布佐ＦC 利根キッカーズB かじがやＦＣ クレストＳＣ-B FORZA！沼南B アヴァンスSC-B

FORZA！沼南D 豊四季FC-B FORZA！沼南C 豊四季FC-C つくし野SC-C 翼SC-B

予選A1位 予選Ｂ1位 予選Ｃ1位 予選Ｄ1位 予選Ｅ1位

予選Ｇ2位 予選Ｉ2位 予選J2位 予選Ｅ2位 予選Ｆ2位

予選Ｆ1位 予選Ｇ1位 予選Ｈ1位 予選Ｉ1位 予選Ｊ1位

予選Ｂ2位 予選A2位 予選Ｃ2位 予選Ｈ2位 予選Ｄ2位

A B C D E
つくし野SC-A 翼SC-A FORZA！沼南A 豊四季FC-A アヴァンスSC-A
ロッサJ・F・C 高柳FC 龍ヶ崎SSS つくし野B 布佐ＦC
豊四季FC-D スリーオークスC エステレーラB 中根ＦＣ-B FORZA！沼南D

F G H I J
エステレーラA クレストＳＣ-A 利根キッカーズA 中根ＦＣ-A スリーオークスA
利根キッカーズB かじがやＦＣ クレストＳＣ-B FORZA！沼南B アヴァンスSC-B
豊四季FC-B FORZA！沼南C 豊四季FC-C つくし野SC-C 翼SC-B

本戦の対戦は再度調整します。（チーム同士が同じリーグにならない様）

Ⅰ３位

6 11:30 Ａ３位 Ｂ３位 Ｃ３位 Ｄ３位

7 Ｆ３位

アヴァ 高柳つくし野 翼

Ｇ３位 Ｈ３位

4 10:30

5 11:00

エステレ 中根FC 沼南 豊四季

3 10:00 かじがや アヴァン クレスト FORZA!

豊四季 FORZA!

高柳 龍ヶ崎 つくし野

1 9:00 エステレ 中根FC

2 9:30 ロッサ

2コート 3コート

布佐CUPフットサル大会　高学年の部10/23（６年生以下）　予選

4コート1コート

8時より入場開始

5コート 6コート

沼南 ｽﾘｰｵｰ

布佐 利根

豊四季 ｽﾘｰｵｰ

本戦出場8チームは
本戦用の駐車券を本部まで
取りに来て下さい。

勝って、得点を沢山取った8チームが
12/19本戦に出場。

得点・失点・得失点差が同じ場合は
チーム代表3名でＰＫをする

連続して試合がありますので、試合は時間通りに行います。審判カードはコートの椅子にあります。審判終了後本部まで審判カードをお持ちください。

12:00

10/23が延期の場合は午前の部として行います。

クレスト 豊四季

ｽﾘｰｵｰ つくし野

Ｅ３位

Ｊ３位



布佐CUPフットサル大会　高学年の部10/31（６年生以下）　予選

8時30分より入場開始

1コート 2コート 3コート 4コート

審判 審判 審判 審判

1 9:30
アミスターＡ

布佐
三小キッカーズＡ

アミス
隼Ａ

三小
布佐Ａ

松葉
松葉A イレブンジュニア アミスターＢ 隼Ｂ

2 10:00
アミスターＡ

松葉
三小キッカーズＡ

イレブン
隼Ａ

アミス
布佐Ａ

隼
布佐Ｂ アミスターＣ 三小キッカーズB 松葉B

3 10:30
松葉A

アミス
イレブンジュニア

三小
アミスターＢ

隼
隼Ｂ

布佐
布佐Ｂ アミスターＣ 三小キッカーズB 松葉B

4 11:00
予選A1位

Ａ３位
予選Ｂ1位

Ｂ３位
予選Ｃ1位

Ｃ３位
予選Ｄ1位

Ｄ３位
予選Ｂ２位 予選Ｃ２位 予選Ｄ2位 予選A2位

連続して試合がありますので、試合は時間通りに行います。審判カードはコートの椅子にあります。審判終了後本部まで審判カードをお持ちください。

予選Aグループ 予選Bグループ 予選Cグループ 予選Dグループ
アミスターＡ 三小キッカーズＡ 隼Ａ 布佐Ａ
松葉A イレブンジュニア アミスターＢ 隼Ｂ
布佐Ｂ アミスターＣ 三小キッカーズB 松葉B

　勝利したチームが本戦出場
本戦出場4チームは

本戦用の駐車券を本部まで
取りに来て下さい。

本戦の対戦は再度調整します。（チーム同士が同じリーグにならない様）
10/23が延期の場合は午後の部として14時より行います。



布佐CUPフットサル大会　高学年の部(６年生以下）

予選リーグ ２０１０年１２月１９日(日）予備日２６日

Aグループ

得点 失点 得失点 勝点 順位

*** 10:15 11:05

3*5 *** 12:20

5*5 8*5 ***

Bグループ

得点 失点 得失点 勝点 順位

*** 10:15 11:05

3*6 *** 12:20

5*6 8*6 ***

Cグループ

得点 失点 得失点 勝点 順位

*** 10:15 11:05

3*7 *** 12:20

5*7 8*7 ***

Dグループ

得点 失点 得失点 勝点 順位

*** 10:15 11:05

3*8 *** 12:20

5*8 8*8 ***

決勝トーナメント

Ａ1位 11*5

13:50
12*7

Ｃ２位
14:15

13*5

Ｂ１位 11*6

13:50
Ｄ２位

14:50
Ｃ１位 11*7

13:50
12*8

Ｂ２位
14:15

Ｄ１位 11*8

13:50
Ａ２位



布佐CUPフットサル大会　本戦対戦表・審判表　　12/19

１コート ２コート ３コート ４コート ５コート ６コート 7コート 8コート

1
9:25

低学年 低学年 低学年 低学年 中学年 中学年 中学年 中学年

審判

2
9:50

女子 女子 女子 女子 シニア シニア シニア シニア

審判

3
10:15

低学年 低学年 低学年 低学年 高学年 高学年 高学年 高学年

審判

4
10:40

女子 女子 女子 女子 シニア シニア シニア シニア

審判

5
11:05

中学年 中学年 中学年 中学年 高学年 高学年 高学年 高学年

審判

6
11:30

女子 女子 女子 女子 シニア シニア シニア シニア

審判

7
11:55

低学年 低学年 低学年 低学年 中学年 中学年 中学年 中学年

審判

8
12:20

高学年 高学年 高学年 高学年

審判

9
13:00

低学年 低学年 低学年 低学年 中学年 中学年 中学年 中学年

審判

10
13:25

女子 女子 女子 女子 シニア シニア シニア シニア

審判

11
13:50

低学年 低学年 中学年 中学年 高学年 高学年 高学年 高学年

審判

12
14:15

女子 女子 低学年 中学年 シニア シニア 高学年 高学年

審判

13
14:50

女子 高学年 シニア

審判
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