
第１５回長野市長杯フットサル大会　　中学の部(カテゴリーⅠ）
第１５回長野市長杯フットサル大会　　中学の部(カテゴリーⅠ）第１５回長野市長杯フットサル大会　　中学の部(カテゴリーⅠ）
第１５回長野市長杯フットサル大会　　中学の部(カテゴリーⅠ）

予選リーグ・順位決定戦
予選リーグ・順位決定戦予選リーグ・順位決定戦
予選リーグ・順位決定戦

Ｎｏ ブロック チーム名 チーム名 主審 副審

8：10～

8：25～ Ｎｏ チーム名 チーム名 主審 副審

8：50～ 　8：30～

1 9:20 （8-3-8） a 中野エスペランサＡ ｖｓ 柳町中学校 川中島中学校Ｂ 東部中学校 1 9:20 （8-3-8） b 裾花ヴィエント ｖｓ 松代中学校 アンビシオーネＢ 東北中学校

2 9:45 （8-3-8） d アンビシオーネＡ ｖｓ 川中島中学校Ａ アンテロープＢ 更北中学校 2 9:45 （8-3-8） a 川中島中学校Ｂ ｖｓ 東部中学校 アルマーレ 中野エスペランサＡ

3 10:10 （8-3-8） c アンテロープＡ ｖｓ 犀陵中学校 フェローズ 中野エスペランサＢ 3 10:10 （8-3-8） d アンテロープＢ ｖｓ 更北中学校 裾花中学校 アンビシオーネＡ

4 10:35 （8-3-8） b 須坂ヴェンセール ｖｓ 裾花ヴィエント 松代中学校 アンビシオーネＢ 4 10:35 （8-3-8） c フェローズ ｖｓ 中野エスペランサＢ 三陽中学校 アンテロープＡ

5 11:00 （8-3-8） a 柳町中学校 ｖｓ 川中島中学校Ｂ 東部中学校 アルマーレ 5 11:00 （8-3-8） b 松代中学校 ｖｓ アンビシオーネＢ 東北中学校 須坂ヴェンセール

6 11:25 （8-3-8） d 川中島中学校Ａ ｖｓ アンテロープＢ 更北中学校 裾花中学校 6 11:25 （8-3-8） a 東部中学校 ｖｓ アルマーレ 中野エスペランサＡ 柳町中学校

7 11:50 （8-3-8） c 犀陵中学校 ｖｓ フェローズ 中野エスペランサＢ 三陽中学校 7 11:50 （8-3-8） d 更北中学校 ｖｓ 裾花中学校 アンビシオーネＡ 川中島中学校Ａ

8 12:15 （8-3-8） b 裾花ヴィエント ｖｓ アンビシオーネＢ 松代中学校 東北中学校 8 12:15 （8-3-8） c 中野エスペランサＢ ｖｓ アンテロープＡ 三陽中学校 犀陵中学校

9 12:40 （8-3-8） a 柳町中学校 ｖｓ 東部中学校 川中島中学校Ｂ アルマーレ 9 12:40 （8-3-8） b 松代中学校 ｖｓ 東北中学校 アンビシオーネＢ 須坂ヴェンセール

10 13:05 （8-3-8） d 川中島中学校Ａ ｖｓ 更北中学校 アンテロープＢ 裾花中学校 10 13:05 （8-3-8） a 川中島中学校Ｂ ｖｓ アルマーレ 東部中学校 中野エスペランサＡ

11 13:30 （8-3-8） c アンテロープＡ ｖｓ フェローズ 犀陵中学校 中野エスペランサＢ 11 13:30 （8-3-8） d アンテロープＢ ｖｓ 裾花中学校 更北中学校 アンビシオーネＡ

12 13:55 （8-3-8） b 東北中学校 ｖｓ 裾花ヴィエント 須坂ヴェンセール 松代中学校 12 13:55 （8-3-8） c 犀陵中学校 ｖｓ 中野エスペランサＢ フェローズ 三陽中学校

13 14:20 （8-3-8） a アルマーレ ｖｓ 柳町中学校 中野エスペランサＡ 川中島中学校Ｂ 13 14:20 （8-3-8） b 須坂ヴェンセール ｖｓ 松代中学校 裾花ヴィエント アンビシオーネＢ

14 14:45 （8-3-8） d 裾花中学校 ｖｓ 川中島中学校Ａ アンビシオーネＡ アンテロープＢ 14 ｖｓ

15 15:20 12分1本 準々 ｃ1位 ｖｓ ａ2位 ｂ５位 ｄ５位 15 15:20 12分1本 準々 ｄ2位 ｖｓ ｂ1位 a５位 ｃ５位

16 15:40 12分1本 順決 Ｃ-No14負 ｖｓ Ｃ-No15負 16 ｖｓ

17 16:00 12分1本 準決 A-No15勝 ｖｓ B-No15勝 ａ４位 ｃ４位 17 ｖｓ

18 16:25 12分1本 決勝 A-No17勝 ｖｓ C-No17勝 Ａ-15負 Ｂ-15負 18 ｖｓ

Ｎｏ TIME チーム名 チーム名 主審 副審

　8：30～ 会場設営：　ｃ　ブロック

1 9:20 （8-3-8） c 中野エスペランサＢ ｖｓ 三陽中学校 アンテロープＡ 犀陵中学校

2 9:45 （8-3-8） b アンビシオーネＢ ｖｓ 東北中学校 須坂ヴェンセール 裾花ヴィエント

3 10:10 （8-3-8） a アルマーレ ｖｓ 中野エスペランサＡ 柳町中学校 川中島中学校Ｂ

4 10:35 （8-3-8） d 裾花中学校 ｖｓ アンビシオーネＡ 川中島中学校Ａ アンテロープＢ

5 11:00 （8-3-8） c 三陽中学校 ｖｓ アンテロープＡ 犀陵中学校 フェローズ

6 11:25 （8-3-8） b 東北中学校 ｖｓ 須坂ヴェンセール 裾花ヴィエント 松代中学校

7 11:50 （8-3-8） a 中野エスペランサＡ ｖｓ 川中島中学校Ｂ 柳町中学校 東部中学校

8 12:15 （8-3-8） d アンビシオーネＡ ｖｓ アンテロープＢ 川中島中学校Ａ 更北中学校

9 12:40 （8-3-8） c 三陽中学校 ｖｓ 犀陵中学校 アンテロープＡ フェローズ

10 13:05 （8-3-8） b アンビシオーネＢ ｖｓ 須坂ヴェンセール 東北中学校 裾花ヴィエント

11 13:30 （8-3-8） a 東部中学校 ｖｓ 中野エスペランサＡ アルマーレ 柳町中学校

12 13:55 （8-3-8） d 更北中学校 ｖｓ アンビシオーネＡ 裾花中学校 川中島中学校Ａ

13 14:20 （8-3-8） c フェローズ ｖｓ 三陽中学校 中野エスペランサＢ アンテロープＡ

14 15:00 12分1本 準々 ａ1位 ｖｓ ｃ2位 b４位 d４位

15 15:20 12分1本 準々 ｂ2位 ｖｓ ｄ1位 ｂ３位 ｄ３位

16 15:40 12分1本 順決 Ａ-No15負 ｖｓ Ｂ-No15負

17 16:00 12分1本 準決 C-No14勝 ｖｓ C-No15勝 ａ３位 ｃ３位

18 16:25 12分1本 ３決 A-No17負 ｖｓ C-No17負 C-14負 C-15負

受付

代表者会議

開会式

メインアリーナＣ　　（カテゴリーⅠ）
メインアリーナＣ　　（カテゴリーⅠ）メインアリーナＣ　　（カテゴリーⅠ）
メインアリーナＣ　　（カテゴリーⅠ）

会場設営：　ｂ　ブロック

TIME

メインアリーナＡ　（カテゴリーⅠ）
メインアリーナＡ　（カテゴリーⅠ）メインアリーナＡ　（カテゴリーⅠ）
メインアリーナＡ　（カテゴリーⅠ）

メインアリーナＢ　（カテゴリーⅠ）
メインアリーナＢ　（カテゴリーⅠ）メインアリーナＢ　（カテゴリーⅠ）
メインアリーナＢ　（カテゴリーⅠ）

TIME


