
第14回 三条市サッカー協会 会⻑杯フットサル⼤会 予選リーグ表

会場：下田体育館
会場担当：下田中学校、県央FC

会場：栄体育館
会場担当：栄中学校、ヌドゥグラティ三条

勝点 得点 失点 得失 順位

得点 失点 得失 順位

12月8日(土) 　予選リーグ

Ａブロック 栄中学校 A 第二中学校 第四中学校 inicianta 勝 負 分

勝 負 分

第三中学校 A

順位

第二中学校

栄中学校 A

勝点 得点 失点 得失

第四中学校 inicianta

順位Ｂブロック 県央FC red 第三中学校 A 下田中学校 勝 負 分 勝点大崎学園

県央FC red

下田中学校

県央FC gray

本成寺中学校

Ｃブロック ヌドゥグラティ三条 un 本成寺中学校 栄中学校 B 第四中学校 azul

第四中学校 azul

県央FC gray

得点 失点 得失

大崎学園

ヌドゥグラティ三条 un

勝 負 分 勝点

栄中学校 B

Ｄブロック 第四中学校 laranja 第三中学校 B ヌドゥグラティ三条 deux

第四中学校 laranja

第三中学校 B

ヌドゥグラティ三条
deux



第14回 三条市サッカー協会 会⻑杯フットサル⼤会 予選リーグ⽇程表

Ａ・Ｂブロック会場
会場：下田体育館
会場担当：下田中学校、県央FC
会場時間：7:00~22:00

7：30 会場設営（第2試合の2チーム）　　　8：30 代表者会議

試合時間 12分-5-12分（ランニングタイム）

Ｃ・Ｄブロック会場
会場：栄体育館
会場担当：栄中学校、ヌドゥグラティ三条
会場時間：7:00~22:00

7：30 会場設営（第2試合の2チーム）　　　8：30 代表者会議

試合時間 12分-5-12分（ランニングタイム）

ＶＳ 第四中学校 inicianta 第2試合
第4試合 大崎学園 ＶＳ 下田中学校 第3試合

第6試合

最終試合の2チームで後片付け（モップ掛け）
第12試合 第三中学校 A ＶＳ 大崎学園 第11試合

第三中学校 A ＶＳ 下田中学校 第7試合

15:40
16:20

第8試合

県央FC gray 第10試合
15:00

第11試合 第二中学校 ＶＳ

試合 試合開始時間 対戦チーム 主審

第7試合 13:00
県央 red ＶＳ 大崎学園

第二中学校 ＶＳ 第四中学校 inicianta
第5試合
第6試合

ＶＳ 第二中学校 第12試合
第2試合 県央 red ＶＳ 第三中学校 A 第1試合
第3試合 県央FC gray

第1試合 栄中学校 A

11:40

第3試合
栄中学校 B ＶＳ 第四中学校 azul

第2試合第四中学校 laranja ＶＳ 第三中学校 B
第1試合第2試合

第5試合 本成寺中学校 ＶＳ 第四中学校 azul 第4試合
第4試合 ヌドゥグラティ三条 un ＶＳ 栄中学校 B 第3試合

試合開始時間 対戦チーム

9:00
9:40
10:20
11:00

試合 主審

第1試合 ヌドゥグラティ三条 un ＶＳ 本成寺中学校 第9試合

12月8日(土) 　予選リーグ

第5試合 栄中学校 A ＶＳ 県央FC gray 第4試合

第10試合 県央 red ＶＳ 下田中学校 第9試合
第9試合 栄中学校 A ＶＳ 第四中学校 inicianta 第8試合

9:00
9:40
10:20
11:00
11:40
12:20

13:40
14:20

ヌドゥグラティ三条 deux 第5試合
第7試合 13:00 ヌドゥグラティ三条 un ＶＳ 第四中学校 azul 第6試合
第8試合 13:40 本成寺中学校 ＶＳ 栄中学校 B 第7試合

第6試合 12:20 第三中学校 B ＶＳ

第9試合 14:20 第四中学校 laranja ＶＳ ヌドゥグラティ三条 deux 第8試合
最終試合の2チームで後片付け（モップ掛け）



第14回 三条市サッカー協会 会⻑杯フットサル⼤会 順位決定トーナメント表

12月9日(日) 　順位決定トーナメント

会場：栄体育館

上位7チーム若しくは、全8チームが中越地区予選に進出。

優勝

準優勝

三位

四位

五位

六位

七位

八位

優勝

5位

7位

⑩

⑫

⑥⑤

3位

⑨⑪

⑦ ⑧

⑦負け ⑧負け ⑤負け ⑥負け

① ② ③ ④

A2位A1位 C2位 B1位 D2位 D1位 B2位 C1位



第14回 三条市サッカー協会 会⻑杯フットサル⼤会 順位決定T/ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ戦 ⽇程表

会場：栄体育館
会場時間：7:30~19:00

会場設営なし　　　8：30 代表者会議

試合時間 12分-5-12分（ランニングタイム）

会場：下田体育館
会場時間：7:30~15:00

会場設営なし　　　8：30 代表者会議（当日会議で組合せ決定）

試合時間 12分-5-12分（ランニングタイム）
最終試合チームで後片付け（ラインテープ剥がし、ゴール撤去、椅子・机の撤去等）

第5試合 11:40 ＶＳ

当該チームでの
話し合い

第4試合 11:00 ＶＳ
第3試合 10:20 ＶＳ
第2試合 9:40 ＶＳ

試合 試合開始時間 対戦チーム 主審

第1試合 9:00 ＶＳ

第12試合 16:20 第9試合⑫　試合

12月9日(日) 　フレンドリー戦

表彰式（優勝・準優勝・3位）
3チームで後片付け（ラインテープ剥がし、ゴール撤去、椅子・机の撤去等）

第11試合 15:40 第10試合
第10試合 15:00 第11試合⑩　試合

⑪　試合

第9試合 14:20 第12試合
第8試合 13:40 第5試合⑧　試合

⑨　試合

第7試合 13:00 第6試合
第6試合 12:20 第7試合⑥　試合

⑦　試合

第5試合 11:40 第8試合
第4試合 11:00 第1試合④　試合

⑤　試合

第3試合 10:20 第2試合

第4試合
第2試合 9:40 第3試合

①　試合
②　試合
③　試合

第1試合 9:00

12月9日(日) 　順位決定トーナメント

試合 試合開始時間 対戦チーム 主審


