
１日目　　　予選リーグ（上位２チームが決勝トーナメントに進出）　
代表者会議　８：１５～

リーグ　A

柏崎U 長岡JY　panta 長岡ビルボ エスプリ長岡 順位 １　　　９：００ 柏崎U - 長岡JY　panta 協会派遣 F.　THREE　U15

柏崎U ２　　　９：５０ 長岡ビルボ - エスプリ長岡 協会派遣 頸城中

長岡JY　panta ３　　１０：４０ 県央FC - F.　THREE　U15 協会派遣 エスプリ長岡

長岡ビルボ ４　　１１：３０ グランセナ - 頸城中 協会派遣 長岡ビルボ

エスプリ長岡 ５　　１２：２０ 柏崎U - エスプリ長岡 協会派遣 県央FC

６　　１３：１０ 長岡JY　panta - 長岡ビルボ 協会派遣 グランセナ

７　　１４：００ 県央FC - 頸城中 協会派遣 柏崎U

リーグ　B ８　　１４：５０ グランセナ - F.　THREE　U15 協会派遣 長岡JY　panta

県央FC F.　THREE　U15 グランセナ 頸城中 順位 ９　　１５：４０ 柏崎U - 長岡ビルボ 県央FC グランセナ

県央FC １０　１６：３０ 長岡JY　panta - エスプリ長岡 頸城中 F.　THREE　U15

F　THREE　U15 １１　１７：２０ 県央FC - グランセナ 柏崎U 長岡ビルボ

グランセナ １２　１８：１０ 頸城中 - F.　THREE　U15 長岡JY　panta エスプリ長岡

頸城中
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１日目　　　予選リーグ（上位２チームが決勝トーナメントに進出）　
代表者会議　８：１５～

リーグ　C

長岡JYFC A.Cユナイテッド 五泉ＤＥＶＡ アルティスタ 順位 １　　　９：００ 長岡JYFC - A.Cユナイテッド 協会派遣 糸魚川FC

長岡JYFC ２　　　９：５０ 五泉ＤＥＶＡ - アルティスタ 協会派遣 秋葉

A.Cユナイテッド ３　　１０：４０ ヴァレミール - 糸魚川FC 協会派遣 アルティスタ

五泉ＤＥＶＡ ４　　１１：３０ あらかわ - 秋葉 協会派遣 五泉ＤＥＶＡ

アルティスタ ５　　１２：２０ 長岡JYFC - アルティスタ 協会派遣 ヴァレミール

６　　１３：１０ A.Cユナイテッド - 五泉ＤＥＶＡ 協会派遣 あらかわ

７　　１４：００ ヴァレミール - 秋葉 協会派遣 長岡JYFC

リーグ　D ８　　１４：５０ 糸魚川FC - あらかわ 協会派遣 A.Cユナイテッド

ヴァレミール糸魚川FC あらかわ 秋葉 順位 ９　　１５：４０ 長岡JYFC - 五泉ＤＥＶＡ ヴァレミール あらかわ

ヴァレミール １０　１６：３０ A.Cユナイテッド - アルティスタ 糸魚川FC 秋葉

糸魚川FC １１　１７：２０ ヴァレミール - あらかわ 長岡JYFC A.Cユナイテッド

あらかわ １２　１８：１０ 糸魚川FC - 秋葉 五泉ＤＥＶＡ アルティスタ

秋葉
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2日目　　  決勝トーナメント（優勝、準優勝、３位が北信越大会に進出予定）　 ①、② 　９：００～ 協会 協会
③、④ 　９：５０～ 協会 協会

＊大会１日目全試合終了時に抽選を行い、組み合わせを決定する。 １，２ １０：４０～
３，４ １１：３０～

⑤、⑥ １２：２０～ 協会 協会
５，６ １３：１０～

7、８ １４：５０～
⑦、⑧ １５：４０～ 協会 協会
閉会式 １６：3０～

⑦ Ａコート

⑧ Ｂコート

⑤ Ａコート ⑥ Ｂコート

① Ａコート ② Ｂコート ③ Ａコート ④ Ｂコート

当該

レフリー

当該
当該

当該
フレンドリー

3位

4位
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2日目　　  フレンドリートーナメント　 ①、② 　９：００～ 協会 協会
③、④ 　９：５０～ 協会 協会

＊大会１日目全試合終了時に抽選を行い、組み合わせを決定する。 １，２ １０：４０～
３，４ １１：３０～

⑤、⑥ １２：２０～ 協会 協会
５，６ １３：１０～

7、８ １４：５０～
⑦、⑧ １５：４０～ 協会 協会
閉会式 １６：3０～

7 8
Ａコート Ｂコート

1 Ａコート 2 Ｂコート 3 Ａコート 4 Ｂコート

5 Ａコート 6 Ｂコート

当該
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レフリー

フレンドリー

当該
当該

当該


