
4チーム 3チーム 4チーム 3チーム 4チーム 3チーム
第1試合第1試合第1試合第1試合 A対BA対BA対BA対B 8:30～8:30～8:30～8:30～ A対BA対BA対BA対B 9:00～9:00～9:00～9:00～ 第1試合第1試合第1試合第1試合 A対BA対BA対BA対B 8:30～8:30～8:30～8:30～ A対BA対BA対BA対B 9:00～9:00～9:00～9:00～ 第1試合第1試合第1試合第1試合 A対BA対BA対BA対B 8:30～8:30～8:30～8:30～ A対BA対BA対BA対B 9:00～9:00～9:00～9:00～

第2試合第2試合第2試合第2試合 C対DC対DC対DC対D 10:30～10:30～10:30～10:30～ B対CB対CB対CB対C 11:00～11:00～11:00～11:00～ 第2試合第2試合第2試合第2試合 C対DC対DC対DC対D 10:30～10:30～10:30～10:30～ B対CB対CB対CB対C 11:00～11:00～11:00～11:00～ 第2試合第2試合第2試合第2試合 C対DC対DC対DC対D 10:30～10:30～10:30～10:30～ B対CB対CB対CB対C 11:00～11:00～11:00～11:00～

第3試合第3試合第3試合第3試合 A対CA対CA対CA対C 12:30～12:30～12:30～12:30～ C対AC対AC対AC対A 13:00～13:00～13:00～13:00～ 第3試合第3試合第3試合第3試合 A対CA対CA対CA対C 12:30～12:30～12:30～12:30～ C対AC対AC対AC対A 13:00～13:00～13:00～13:00～ 第3試合第3試合第3試合第3試合 A対CA対CA対CA対C 12:30～12:30～12:30～12:30～ C対AC対AC対AC対A 13:00～13:00～13:00～13:00～

第4試合第4試合第4試合第4試合 B対DB対DB対DB対D 14:30～14:30～14:30～14:30～ 第4試合第4試合第4試合第4試合 B対DB対DB対DB対D 14:30～14:30～14:30～14:30～ 第4試合第4試合第4試合第4試合 B対DB対DB対DB対D 14:30～14:30～14:30～14:30～

14日(土) A B C D 22日(日) A B C D 28日(土) A B C D

リバーA

リバーAリバーA

リバーA

AC長野パルU１４※

戸倉上山田中 群馬中央中 リバーA

リバーAリバーA

リバーA ■東部中

アンビシオーネ松本

墨坂中 リバーＡ

リバーＡリバーＡ

リバーＡ 篠ノ井西中 ASA

須坂ヴェンセール

リバーB

リバーBリバーB

リバーB

アンテロープ塩尻

■裾花中 松任中U１４ リバーC

リバーCリバーC

リバーC 犀陵中 小針中

須坂ヴェンセール

◆リバーＢ

◆リバーＢ◆リバーＢ

◆リバーＢ 三陽中 相森中 広徳中

リバーC

リバーCリバーC

リバーC 信濃中※ 篠ノ井東中 川中島中 松任中U１３ 菅平＜52番＞

菅平＜52番＞菅平＜52番＞

菅平＜52番＞ 附属長野中 リベルタス

長岡ビルボードU１４

南長野※ ◆リバーＣ

◆リバーＣ◆リバーＣ

◆リバーＣ ■東部中

AC長野パルU13※

埴生中

菅平＜89番＞

菅平＜89番＞菅平＜89番＞

菅平＜89番＞ 篠ノ井西中 松代中 ■三陽中 菅平＜62番＞

菅平＜62番＞菅平＜62番＞

菅平＜62番＞ 更北中

中野エスペランサ

韮崎西中 裾花中 菅平＜89番＞

菅平＜89番＞菅平＜89番＞

菅平＜89番＞ 更北中 リベルタス 矢中中 飯綱中※

菅平＜62番＞

菅平＜62番＞菅平＜62番＞

菅平＜62番＞ ボラーレ※ 豊野中 埴生中 長野ガーフ 菅平＜78番＞

菅平＜78番＞菅平＜78番＞

菅平＜78番＞ 相森中 豊野中 川中島中 東北中 菅平＜62番＞

菅平＜62番＞菅平＜62番＞

菅平＜62番＞ 東北中 墨坂中 南長野※

アンテロープ塩尻

菅平＜52番＞

菅平＜52番＞菅平＜52番＞

菅平＜52番＞ 北部中 坂城中 南長野※ 相森中 菅平＜9番＞

菅平＜9番＞菅平＜9番＞

菅平＜9番＞ 松代中 篠ノ井東中

長岡ビルボードU１３

■三陽中 菅平＜52番＞

菅平＜52番＞菅平＜52番＞

菅平＜52番＞ ボラーレ※ 川中島中

北橘中とジラー

フ赤堀Ｕ１３合同

櫻ヶ岡中

◆菅平＜９番＞

◆菅平＜９番＞◆菅平＜９番＞

◆菅平＜９番＞

飯綱中※ 柳町中 東部中 菅平＜16番＞

菅平＜16番＞菅平＜16番＞

菅平＜16番＞
戸倉上山田中

中野エスペランサ

上越春日ＦＣ

アンビシオーネ松本

菅平＜16番＞

菅平＜16番＞菅平＜16番＞

菅平＜16番＞

みゆき野Rex※

広徳中 墨坂中

ジラーフ赤堀Ｕ１４

菅平＜78番＞

菅平＜78番＞菅平＜78番＞

菅平＜78番＞ ■裾花中 富山南部中 犀陵中

◆菅平＜78番＞

◆菅平＜78番＞◆菅平＜78番＞

◆菅平＜78番＞

東北中 リベルタス リガーレ上田 菅平＜９番＞

菅平＜９番＞菅平＜９番＞

菅平＜９番＞ 附属長野中 リガーレ上田 豊野中

1５日(土) A B C D 23日(月) A B C D 29日(日) A B C D

リバーA

リバーAリバーA

リバーA 星稜中 戸倉上山田中 韮崎西中 リバー

リバーリバー

リバー 附属長野中

中野エスペランサ

■篠ノ井東中
◆リバー

◆リバー◆リバー

◆リバー ■更北中 ASA ボラーレ※

リバーC

リバーCリバーC

リバーC
■篠ノ井西中

アンテロープ塩尻

埴生中 リバー

リバーリバー

リバー 裾花中

須坂ヴェンセール

更北中 東北中 ◆リバー

◆リバー◆リバー

◆リバー

AC長野パルU１４※

アンテロープ塩尻

上越春日ＦＣ

菅平＜89番＞

菅平＜89番＞菅平＜89番＞

菅平＜89番＞ 松任中Ｕ１３ 飯綱中※ 柳町中 北部中 菅平＜52番＞

菅平＜52番＞菅平＜52番＞

菅平＜52番＞ 墨坂中 犀陵中 広徳中 菅平＜89番＞

菅平＜89番＞菅平＜89番＞

菅平＜89番＞ 富山南部中 東北中
■篠ノ井西中

菅平＜62番＞

菅平＜62番＞菅平＜62番＞

菅平＜62番＞ 南長野※ リガーレ上田 坂城中 三陽中 菅平＜62番＞

菅平＜62番＞菅平＜62番＞

菅平＜62番＞

長野市ＡＣＵ１４※

長岡ビルボードU１４ アンビシオーネ松本

菅平＜62番＞

菅平＜62番＞菅平＜62番＞

菅平＜62番＞ リベルタス

AC長野パルU１３※

須坂ヴェンセール

附属長野中

菅平＜52番＞

菅平＜52番＞菅平＜52番＞

菅平＜52番＞ 広徳中

中野エスペランサ

南浜中 菅平＜78番＞

菅平＜78番＞菅平＜78番＞

菅平＜78番＞

■長野市ＡＣＵ13※

松代中

長岡ビルボードＵ１３

リベルタス 菅平＜９番＞

菅平＜９番＞菅平＜９番＞

菅平＜９番＞ 矢中中 中野平中※ 相森中 松代中

菅平＜16番＞

菅平＜16番＞菅平＜16番＞

菅平＜16番＞ 相森中 長野ガーフ 濁川中 菅平＜78番＞

菅平＜78番＞菅平＜78番＞

菅平＜78番＞ 犀陵中 埴生中 戸倉上山田中

菅平＜78番＞

菅平＜78番＞菅平＜78番＞

菅平＜78番＞ ボラーレ※ ■東部中 墨坂中 群馬中央中 菅平＜16番＞

菅平＜16番＞菅平＜16番＞

菅平＜16番＞ 東部中 リガーレ上田 広徳中

菅平＜９番＞

菅平＜９番＞菅平＜９番＞

菅平＜９番＞ 松任中U１４ リベルタス

ジラーフ赤堀Ｕ１４

信濃中※ 菅平＜52番＞

菅平＜52番＞菅平＜52番＞

菅平＜52番＞ 南長野※ 中野エスペ 裾花中 墨坂中

◆　Ｂ戦をだきあわせ

◆　Ｂ戦をだきあわせ◆　Ｂ戦をだきあわせ

◆　Ｂ戦をだきあわせ

→Ｂ戦を他の会場のチームと組みます

→Ｂ戦を他の会場のチームと組みます→Ｂ戦を他の会場のチームと組みます

→Ｂ戦を他の会場のチームと組みます

※　B戦なしチーム

※　B戦なしチーム※　B戦なしチーム

※　B戦なしチーム

■リバーフロント･菅平会場での最終集金チーム

太字⇒会場担当チーム リバーフロント

リバーフロントリバーフロント

リバーフロント

 * 試合時間は上記のようになります。Ｂ戦については，対戦相手と相談しながら行ってください。

 * 試合時間は１２０分確保してあります。基本的にはＡ戦→２５-５-２５，Ｂ戦→２５-５-２５で行ってください。対戦チーム同士で相談し，変更していただいても大丈夫です。

 * 試合の開始時間は各チームとも徹底できるようにお願いします。

 * 会場費については，太字のチームが担当します。引き替えに領収書をもらってください。会場ごとに集金が終わり次第，会場ごとの集金担当チームが最終集金担当チームまで届けることを原則とします。時間，場所など

　細かい点については最終集金チームから会場ごとの集金チームに連絡します。

 * 試合に関して事前に他チームとの確認が必要な場合については，お互いに連絡を取り合っていただいても結構です。個人情報の取り扱いにはご配慮お願いします。


