
ドラゴンズ 藤枝明誠Ｂ 聖隷 アルコイリスA 勝 分 負 勝点 得失点 順位

① ドラゴンズ

② 藤枝明誠Ｂ

③ 聖隷

④ アルコイリスA

沼南JFC 藤枝明誠A トラウム アルコイリスＢ 勝 分 負 勝点 得失点 順位

① 沼南JFC

② 藤枝明誠A

③ トラウム

④ アルコイリスＢ

【　８月１９日～20日　日程　予選リーグ15分ハーフ　審判は相互、一人制　】

日 時間

11:30 ドラゴンズ ①VS② 藤枝明誠Ｂ 沼南JFC

12:15 聖隷 ③VS④ アルコイリスA トラウム

13:00 聖隷 練習試合 トラウム 沼南JFC

14:00 ドラゴンズ ①VS③ 聖隷 沼南JFC

14:45 藤枝明誠Ｂ ②VS④ アルコイリスA 藤枝明誠A

15:30 藤枝明誠A 練習試合 アルコイリスA ドラゴンズ

2 9:30 ドラゴンズ ①VS④ アルコイリスA 沼南JFC

日 10:15 藤枝明誠Ｂ ②VS③ 聖隷 藤枝明誠A

目 11:00 フリー

※ 練習試合は本数・試合形式など当該チームでお話し下さい。（次の試合時刻はお守りください）

※ ２０日（土）午後からは各リーグ1位、2位を上位トーナメント、3位、4位は下位トーナメント進出とする。

オーシャンカップ夏季富士大会　U-10予選リーグ対戦表

【　８月１９日（金）～20日（土）午前】

【Aリーグ】 勝点　勝→３、分→１、負→０

【Ｂリーグ】 勝点　勝→３、分→１、負→０

【グループA】　　　U-10Aコート 【グループB】　　　U-10Ｂコート 審判

予
選
初
日

①VS② 藤枝明誠A 相互

③VS④ アルコイリスＢ 相互

練習試合 藤枝明誠Ｂ

①VS③ トラウム 相互

②VS④ アルコイリスＢ 相互

練習試合 アルコイリスＢ

①VS④ アルコイリスＢ 相互

②VS③ トラウム 相互

フリー



U-10 富士大会（2日目） 決勝トーナメント　　8月20日（土）午後

優勝

決勝１５：００

Aコート
３決１５：００

Ｂコート

5位決定トーナメント

５位

5決1４:00

Aコート
7決1４:00

Ｂコート

時間

12:00 準決 A1位

13:00 準決 B4位

14:00

15:00

時間

12:00 準決 A2位

13:00 準決 A4位

14:00

15:00

※ 優勝、準優勝チームは２１日（日）最終日　U-11大会決勝トーナメント進出

３位以下のチームは２１日（日）最終日　フレンドリーリーグとする。

13:00 13:00

A1位 B2位 B1位 A2位

（Aコート及びＢコート）

（A1位) （B1位) （A2位)（B2位)

12:00 12:00

（Aコート及びＢコート）

B3位 A4位

下位トーナメント 決勝 上位決勝チーム相互

20日（土）　U-10　Aコート　

（A3位) （B4位)

A3位 B4位 B2位

上位トーナメント

A3位 B4位

下位トーナメント ３決 上位３決チーム相互

20日（土） U-10　Bコート

B3位 A4位

決勝 下位決勝チーム相互

審判

B1位 A2位 B3位

下位３決チーム相互

３位

B1位

上位トーナメント

（B3位) （A4位)

優勝

準優勝A1位 B2位 A3位

審判

３決



Ａ 上位3位 下位2位 下位3位 勝 分 負 勝点 得失点 順位

① 上位3位

② 下位2位

③ 下位3位

B 上位4位 下位1位 下位4位 勝 分 負 勝点 得失点 順位

① 上位4位

② 下位1位

③ 下位4位

フレンドリーリーグ（１５分ハーフ）

時間

9:00 上位3位 ①VS② 下位2位

10:30 上位3位 ①VS③ 下位3位

12:00 下位2位 ②VS③ 下位3位

時間

9:00 上位4位 ①VS② 下位1位

10:30 上位4位 ①VS③ 下位4位

12:00 下位1位 ②VS③ 下位4位

※ 最終日、空いた時間等で練習試合を行いたい場合は当該チームでお話し下さい。

（次の試合時刻はお守りください）

審判

相互

相互

☆U-10 （最終日）☆　フレンドリーリーグ　　８月２１日（日）

U-10 最終日フレンドリーリーグ 勝点　勝→３、分→１、負→０

勝点　勝→３、分→１、負→０

リ
ー
グ
A

　　　２１日　（日） 　　　U-10Aコート　

相互

相互

リ
ー
グ
B

　　　２１日　（日） 　　　U-10Bコート　 審判

相互

相互



ドラゴンズ 大井川ＦＣ 聖隷 NOZAWANA 勝 分 負 勝点 得失点 順位

① ドラゴンズ

② 大井川ＦＣ

③ 聖隷

④ NOZAWANA

【８月１９日（金）　予選リーグ１日目　20分ハーフ】 ※練習試合は15分ハーフとする

時間

13:00 ドラゴンズ ①VS② 大井川ＦＣ 聖隷

ドラゴンズ Ｂ戦 大井川ＦＣ 聖隷

15:30 ドラゴンズ 練習試合 NOZAWANA 大井川ＦＣ

※Ｂ戦は本数・試合形式など当該チームでお話し下さい。（次の試合時刻はお守りください）

【８月２０日（土）　予選リーグ２日目　20分ハーフ】

時間

10:30 ドラゴンズ ①VS③ 聖隷 大井川ＦＣ

ドラゴンズ Ｂ戦 聖隷 大井川ＦＣ

13:00 ドラゴンズ ①VS④ NOZAWANA 大井川ＦＣ

ドラゴンズ Ｂ戦 NOZAWANA 大井川ＦＣ

15:00 ドラゴンズ 練習試合 大井川ＦＣ NOZAWANA

※Ｂ戦は本数・試合形式など当該チームでお話し下さい。（次の試合時刻はお守りください）

※ リーグ上位　１位＋２位を最終日シード準決勝進出とし、

３位、４位チームはU-10大会上位2チームとのプレーオフ後、勝利チームが、準決勝進出とする。

オーシャンカップ夏季富士大会　U-11 予選リーグ対戦表

【　８月１９日（金）～20日（土）】

勝点　勝→３、分→１、負→０

１
日
目

U-11コートA U-11コートB 審判

③VS④ NOZAWANA 相互

Ｂ戦 NOZAWANA

練習試合 聖隷 相互

２
日
目

U-11コートA U-11コートB 審判

②VS④ NOZAWANA 相互

Ｂ戦 NOZAWANA

②VS③ 聖隷 相互

Ｂ戦 聖隷

練習試合 聖隷 相互
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