
A（井波様ゴール） C（新庄様ゴール） E（中田様ゴール）

駐車場

B（ひがし様ゴール） D（蜷川様ゴール） F（ＭＯＶＡゴール）
駐車場

トイレ 本部

Aコート Bコート Cコート Dコート Eコート Fコート

１５分１本 主審 主審 主審 主審 主審 主審

1 8:40 立中 スペシャルⅠ 立中 エヌスタイル Tボレ エヌスタイル ひがし 井波 ひがし FCたかおか 大門 FCたかおか KSS 戸出 KSS 小杉 スペシャルⅡ 小杉

2 9:00 新庄 ＭＯＶＡ 新庄 蜷川 神通 蜷川 プリマ入善 滑川 プリマ入善 東明 桜谷 東明 立中 Tボレ Tボレ スペシャルⅠ 井波 井波

3 9:20 エヌスタイル 大門 エヌスタイル ひがし 戸出 ひがし FCたかおか フォーラス FCたかおか 小杉 ＭＯＶＡ 小杉 スペシャルⅡ 神通 神通 新庄 滑川 新庄

4 9:40 蜷川 桜谷 蜷川 プリマ入善 中田 プリマ入善 立中 井波 立中 Tボレ 大門 Tボレ スペシャルⅠ 戸出 戸出 エヌスタイル フォーラス エヌスタイル

5 10:00 ひがし KSS ひがし 小杉 神通 小杉 ＭＯＶＡ 滑川 ＭＯＶＡ スペシャルⅡ 桜谷 桜谷 新庄 中田 新庄 蜷川 東明 蜷川

6 10:20 立中 大門 大門 井波 戸出 井波 Tボレ フォーラス Tボレ スペシャルⅠ KSS KSS エヌスタイル FCたかおか エヌスタイル 小杉 滑川 滑川

7 10:40 神通 桜谷 神通 ＭＯＶＡ 中田 ＭＯＶＡ スペシャルⅡ 東明 東明 新庄 プリマ入善 新庄 立中 戸出 立中 大門 フォーラス 大門

8 11:00 井波 KSS 井波 Tボレ FCたかおか Tボレ スペシャルⅠ ひがし ひがし 小杉 桜谷 小杉 滑川 中田 滑川 神通 東明 神通

9 11:20 ＭＯＶＡ プリマ入善 ＭＯＶＡ スペシャルⅡ 蜷川 蜷川 立中 フォーラス フォーラス 戸出 KSS 戸出 大門 FCたかおか 大門 井波 ひがし 井波

１０分１本 １１：４０～１２：３０まで昼休憩及び時間調整とします。（空いているピッチはフレンドリー等ご自由にお使いください）

10 12:30 Tボレ エヌスタイル Tボレ 小杉 中田 中田 桜谷 東明 桜谷 滑川 プリマ入善 滑川 神通 蜷川 神通 ＭＯＶＡ 新庄 ＭＯＶＡ

11 12:45 立中 KSS 立中 フォーラス FCたかおか フォーラス 戸出 ひがし 戸出 大門 エヌスタイル 大門 井波 スペシャルⅠ 井波 小杉 東明 小杉

12 13:00 中田 プリマ入善 中田 桜谷 蜷川 桜谷 滑川 新庄 滑川 神通 スペシャルⅡ 神通 立中 FCたかおか FCたかおか KSS ひがし KSS

13 13:15 フォーラス エヌスタイル フォーラス 戸出 スペシャルⅠ 戸出 大門 Tボレ 大門 小杉 プリマ入善 プリマ入善 東明 蜷川 東明 中田 新庄 中田

14 13:30 桜谷 スペシャルⅡ 桜谷 滑川 ＭＯＶＡ 滑川 立中 ひがし 立中 FCたかおか エヌスタイル FCたかおか KSS スペシャルⅠ KSS フォーラス Tボレ フォーラス

15 13:45 戸出 井波 戸出 小杉 蜷川 小杉 プリマ入善 新庄 プリマ入善 東明 スペシャルⅡ 東明 中田 ＭＯＶＡ 中田 桜谷 神通 桜谷

16 14:00 立中 エヌスタイル エヌスタイル ひがし スペシャルⅠ ひがし FCたかおか Tボレ FCたかおか KSS 井波 KSS フォーラス 大門 フォーラス 小杉 新庄 新庄

17 14:15 蜷川 スペシャルⅡ 蜷川 プリマ入善 ＭＯＶＡ プリマ入善 東明 神通 東明 中田 滑川 中田

１４時３０分頃終了予定

※スペシャルチームは当該チームの指導者やご父兄チームになります。自チーム２チームに分けてのゲームでも構いません。休憩もありです。



※試合開始前に指導者会議は設けないので試合時刻に間に合うように各チーム行動して頂きますようお願いします。隣接コートの移動がありますのでピッチ間違わないようご注意ください。

※暑い時期の開催となりますので熱中症対策は各チームにおいてしっかり行ってください。給水タイムについては主審の判断で積極的にとっていただいて構いません。（ランニングタイムでお願いします）

※試合中の給水はもちろんですが、試合間の給水等にも十分ご配慮ください。塩分補給や冷却など各チームしっかりご準備下さい。

※ご不明な点ありましたら本部までお問い合わせください。


