
５月３日（木）５月３日（木）５月３日（木）５月３日（木） 予選グループリーグ予選グループリーグ予選グループリーグ予選グループリーグ サテライト５月３日（木）５月３日（木）５月３日（木）５月３日（木） 予選グループリーグ予選グループリーグ予選グループリーグ予選グループリーグ サテライト
金古小学校金古小学校金古小学校金古小学校金古小学校金古小学校金古小学校金古小学校

A 勝点 得点 失点 順位A 高崎KⅡ チベッタ花園 板倉SC 勝点 得点 失点 得失差 順位A 高崎KⅡ チベッタ花園 板倉SC 勝点 得点 失点 得失差 順位

高崎KⅡ高崎KⅡ

チベッタ花園チベッタ花園

板倉SC板倉SC

ＢＢ GKFﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 赤堀SC 三和ｸﾘｱﾝｻｽ 勝点 得点 失点 得失差 順位Ｂ GKFﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ 赤堀SC 三和ｸﾘｱﾝｻｽ 勝点 得点 失点 得失差 順位

GKFﾕﾅｲﾃｯﾄﾞGKFﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ

赤堀SC赤堀SC

三和ｸﾘｱﾝｻｽ三和ｸﾘｱﾝｻｽ

順位別トーナメント順位別トーナメント

a b 　　ca b 　　c

   A1位      B1位         A2位      B2位       A3位   B3位   A1位      B1位         A2位      B2位       A3位   B3位

試合スケジュール 15分-3分-15分（15分ハーフ）試合スケジュール 15分-3分-15分（15分ハーフ）

開始時間 チーム - チーム 審判開始時間 チーム - チーム 審判

①9:00 高崎KⅡ - チベッタ花園①9:00 高崎KⅡ - チベッタ花園

②9:40 GKFﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ - 赤堀SC②9:40 GKFﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ - 赤堀SC②9:40 GKFﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ - 赤堀SC

③10:20 チベッタ花園 - 板倉SC③10:20 チベッタ花園 - 板倉SC

④11:00 赤堀SC - 三和ｸﾘｱﾝｻｽ④11:00 赤堀SC - 三和ｸﾘｱﾝｻｽ

11:40 K - SC 当該ﾁｰﾑ⑤11:40 高崎KⅡ - 板倉SC 当該ﾁｰﾑ⑤11:40 高崎KⅡ - 板倉SC

⑥12:20 GKFﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ - 三和ｸﾘｱﾝｻｽ

当該ﾁｰﾑ

⑥12:20 GKFﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ - 三和ｸﾘｱﾝｻｽ

⑦13:00 Ａ1位 - Ｂ1位⑦13:00 Ａ1位 - Ｂ1位

⑧13:40 Ａ2位 - Ｂ2位⑧13:40 Ａ2位 - Ｂ2位

⑨14:20 Ａ3位 - Ｂ3位⑨14:20 Ａ3位 - Ｂ3位



５月３日（木）５月３日（木）５月３日（木）５月３日（木） サテライト予選グループリーグ予選グループリーグ予選グループリーグ予選グループリーグ５月３日（木）５月３日（木）５月３日（木）５月３日（木） サテライト
上郊小学校上郊小学校上郊小学校上郊小学校

予選グループリーグ予選グループリーグ予選グループリーグ予選グループリーグ
上郊小学校上郊小学校上郊小学校上郊小学校

Ｃ VAMOS FC FC 勝点 得点 失点 順位Ｃ VAMOS FC碓東ｼﾞｭﾆｱ FCチベッタ 勝点 得点 失点 得失差 順位Ｃ VAMOS FC碓東ｼﾞｭﾆｱ FCチベッタ 勝点 得点 失点 得失差 順位

VAMOSVAMOS

FC碓東ｼﾞｭﾆｱFC碓東ｼﾞｭﾆｱ

FCFCチベッタFCチベッタ

Ｄ 高崎中央 FC尾島ｼﾞｭﾆｱ ﾛﾝｸﾞﾌﾟﾗｯﾂﾞｫ 勝点 得点 失点 得失差 順位Ｄ 高崎中央 FC尾島ｼﾞｭﾆｱ ﾛﾝｸﾞﾌﾟﾗｯﾂﾞｫ 勝点 得点 失点 得失差 順位Ｄ
高崎中央高崎中央

FC尾島ｼﾞｭﾆｱFC尾島ｼﾞｭﾆｱ

ﾛﾝｸﾞﾌﾟﾗｯﾂﾞｫﾛﾝｸﾞﾌﾟﾗｯﾂﾞｫ

順位別トーナメント順位別トーナメント

d e   fd e   fd e   f

   C1      D1         C2      D2       C3   D3   C1位      D1位         C2位      D2位       C3位   D3位   C1位      D1位         C2位      D2位       C3位   D3位

15 -3 -15 15試合スケジュール 15分-3分-15分（15分ハーフ）

開始時間 チーム - チーム 審判

試合スケジュール 15分-3分-15分（15分ハーフ）

開始時間 チーム - チーム 審判

①9:00 VAMOS - FC碓東ｼﾞｭﾆｱ①9:00 VAMOS - FC碓東ｼﾞｭﾆｱ

9:40 - FC②9:40 高崎中央 - FC尾島ｼﾞｭﾆｱ②9:40 高崎中央 - FC尾島ｼﾞｭﾆｱ

③10:20 FC碓東ｼﾞｭﾆｱ - FCチベッタ③10:20 FC碓東ｼﾞｭﾆｱ - FCチベッタ

④11:00 FC尾島ｼﾞｭﾆｱ - ﾛﾝｸﾞﾌﾟﾗｯﾂﾞｫ④11:00 FC尾島ｼﾞｭﾆｱ - ﾛﾝｸﾞﾌﾟﾗｯﾂﾞｫ

⑤11:40 VAMOS - FCチベッタ 当該ﾁｰﾑ⑤11:40 VAMOS - FCチベッタ 当該ﾁｰﾑ⑤11:40 VAMOS - FCチベッタ

⑥12:20 高崎中央 - ﾛﾝｸﾞﾌﾟﾗｯﾂﾞｫ⑥12:20 高崎中央 - ﾛﾝｸﾞﾌﾟﾗｯﾂﾞｫ

⑦13:00 C1位 - D1位⑦13:00 C1位 - D1位

⑧13:40 C2位 - D2位⑧13:40 C2位 - D2位

⑨14:20 C3位 - D3位⑨14:20 C3位 - D3位



５月３日（木）５月３日（木）５月３日（木）５月３日（木） 予選グループリーグ予選グループリーグ予選グループリーグ予選グループリーグ サテライト５月３日（木）５月３日（木）５月３日（木）５月３日（木） 予選グループリーグ予選グループリーグ予選グループリーグ予選グループリーグ
榛東南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ榛東南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ榛東南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ榛東南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

サテライト
榛東南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ榛東南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ榛東南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ榛東南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

E JSC GLAUX 勝点 得点 失点 順位E 榛東JSC 芝根ﾘﾄﾙｽﾀｰ GLAUX 勝点 得点 失点 得失差 順位E 榛東JSC 芝根ﾘﾄﾙｽﾀｰ GLAUX 勝点 得点 失点 得失差 順位

榛東JSC榛東JSC

芝根ﾘﾄﾙｽﾀｰ芝根ﾘﾄﾙｽﾀｰ

GLAUXGLAUXGLAUX

FF 伊勢崎境ｼﾞｭﾆｱ FC新田８８ ｱﾗﾃﾞｨｵｰﾛ 勝点 得点 失点 得失差 順位F 伊勢崎境ｼﾞｭﾆｱ FC新田８８ ｱﾗﾃﾞｨｵｰﾛ 勝点 得点 失点 得失差 順位F
伊勢崎境ｼﾞｭﾆｱ伊勢崎境ｼﾞｭﾆｱ

FC新田８８FC新田８８

ｱﾗﾃﾞｨｵｰﾛｱﾗﾃﾞｨｵｰﾛ

順位別トーナメント順位別トーナメント

ｇ h     iｇ h     iｇ h     i

Ｅ1位 　　Ｆ1位 Ｅ2位 Ｆ2位 Ｅ3位 Ｆ3位Ｅ1位 　　Ｆ1位 Ｅ2位 Ｆ2位 Ｅ3位 Ｆ3位

試合スケジュール 15分-3分-15分（15分ハーフ）

-

試合スケジュール 15分-3分-15分（15分ハーフ）

開始時間 チーム - チーム 審判開始時間 チーム - チーム 審判

①10:00 榛東JSC - 芝根ﾘﾄﾙｽﾀｰ①10:00 榛東JSC - 芝根ﾘﾄﾙｽﾀｰ

②10:40 伊勢崎境ｼﾞｭﾆｱ - FC新田８８②10:40 伊勢崎境ｼﾞｭﾆｱ - FC新田８８

③11:20 芝根ﾘﾄﾙｽﾀｰ - GLAUX③11:20 芝根ﾘﾄﾙｽﾀｰ - GLAUX11:20 - GLAUX

④12:00 FC新田８８ - ｱﾗﾃﾞｨｵｰﾛ④12:00 FC新田８８ - ｱﾗﾃﾞｨｵｰﾛ

⑤12:40 榛東JSC - GLAUX 当該ﾁｰﾑ⑤12:40 榛東JSC - GLAUX

⑥13:20 伊勢崎境ｼﾞｭﾆｱ - ｱﾗﾃﾞｨｵｰﾛ

当該ﾁｰﾑ

⑥13:20 伊勢崎境ｼﾞｭﾆｱ - ｱﾗﾃﾞｨｵｰﾛ

⑦14:00 Ｅ1位 - Ｆ1位⑦14:00 Ｅ1位 - Ｆ1位

14:40 2 - 2⑧14:40 Ｅ2位 - Ｆ2位⑧14:40 Ｅ2位 - Ｆ2位

⑨15:20 Ｅ3位 - Ｆ3位⑨15:20 Ｅ3位 - Ｆ3位



サテライト

５月４日（金）５月４日（金）５月４日（金）５月４日（金） 　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント
サテライト

５月４日（金）５月４日（金）５月４日（金）５月４日（金） 　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント

１位～６位パート　トーナメント１位～６位パート　トーナメント１位～６位パート　トーナメント１位～６位パート　トーナメント１位～６位パート　トーナメント１位～６位パート　トーナメント１位～６位パート　トーナメント１位～６位パート　トーナメント

⑦⑦

　　③ 　　　　　　④　　③ 　　　　　　④
① 　　　　　　　　②① 　　　　　　　　②① 　　　　　　　　②

a勝者 ｇ敗者 　　ｄ敗者 　ｇ勝者 　a敗者 　d勝者a勝者 ｇ敗者 　　ｄ敗者 　ｇ勝者 　a敗者 　d勝者

⑤⑤

　　　　　　　　　⑥　　　　　　　　　⑥

試合スケジュール 15分-3分-15分（15分ハーフ）

-

試合スケジュール 15分-3分-15分（15分ハーフ）

開始時間 チーム - チーム 審判開始時間 チーム - チーム 審判

①9:00 g敗者 - ｄ敗者①9:00 g敗者 - ｄ敗者9:00 g -

②9:40 g勝者 - a敗者②9:40 g勝者 - a敗者

③10:20 a勝者 - ①勝者③10:20 a勝者 - ①勝者

11:00 -
当該

④11:00 ｄ勝者 - ②勝者
当該

④11:00 ｄ勝者 - ②勝者

⑤11:40 ①敗者 - ②敗者⑤11:40 ①敗者 - ②敗者⑤11:40 ①敗者 - ②敗者

⑥12:20　3決 ③敗者 - ④敗者⑥12:20　3決 ③敗者 - ④敗者

⑦13:00　決勝③勝者 - ④勝者 本部⑦13:00　決勝③勝者 - ④勝者 本部

☆14:00～ 表彰式 １～3位チームのみ☆14:00～ 表彰式 １～3位チームのみ



サテライト

５月４日（金）５月４日（金）５月４日（金）５月４日（金） 　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント
サテライト

５月４日（金）５月４日（金）５月４日（金）５月４日（金） 　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント

７位～１２位パート　トーナメント７位～１２位パート　トーナメント７位～１２位パート　トーナメント７位～１２位パート　トーナメント７位～１２位パート　トーナメント７位～１２位パート　トーナメント７位～１２位パート　トーナメント７位～１２位パート　トーナメント

⑦⑦

　　③ 　　　　　　④　　③ 　　　　　　④
① 　　　　　　　　②① 　　　　　　　　②① 　　　　　　　　②

ｂ勝者 e敗者 　　h敗者 　e勝者 　b敗者 　h勝者ｂ勝者 e敗者 　　h敗者 　e勝者 　b敗者 　h勝者

⑤⑤

　　　　　　　　　⑥　　　　　　　　　⑥

試合スケジュール 15分-3分-15分（15分ハーフ）試合スケジュール 15分-3分-15分（15分ハーフ）

開始時間 チーム - チーム 審判開始時間 チーム - チーム 審判

①9:00 e敗者 - h敗者①9:00 e敗者 - h敗者①9:00 e敗者 - h敗者

②9:40 e勝者 - b敗者②9:40 e勝者 - b敗者

③10:20 b勝者 - ①勝者③10:20 b勝者 - ①勝者

④11:00 h勝者 - ②勝者 当該ﾁｰﾑ④11:00 h勝者 - ②勝者

⑤11:40 ①敗者 - ②敗者

当該ﾁｰﾑ

⑤11:40 ①敗者 - ②敗者⑤11:40 ①敗者 - ②敗者

⑥12:20 ③敗者 - ④敗者⑥12:20 ③敗者 - ④敗者

⑦13:00 ③勝者 - ④勝者⑦13:00 ③勝者 - ④勝者



サテライト
５月４日（金）５月４日（金）５月４日（金）５月４日（金） 　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント

サテライト
５月４日（金）５月４日（金）５月４日（金）５月４日（金） 　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント　　順位別トーナメント

１３位～１８位パート　トーナメント１３位～１８位パート　トーナメント１３位～１８位パート　トーナメント１３位～１８位パート　トーナメント１３位～１８位パート　トーナメント１３位～１８位パート　トーナメント１３位～１８位パート　トーナメント１３位～１８位パート　トーナメント

⑦⑦

　　③ 　　　　　　④　　③ 　　　　　　④
① 　　　　　　　　②① 　　　　　　　　②

f i f  if勝者 ｃ敗者 　　i敗者 　ｃ勝者 　　f敗者 　 i勝者f勝者 ｃ敗者 　　i敗者 　ｃ勝者 　　f敗者 　 i勝者

⑤⑤

　　　　　　　　　⑥　　　　　　　　　⑥

15 -3 -15 15試合スケジュール 15分-3分-15分（15分ハーフ）

開始時間 チーム - チーム 主審

試合スケジュール 15分-3分-15分（15分ハーフ）

開始時間 チーム - チーム 主審開始時間 チーム - チーム 主審

①9:00 c敗者 - i敗者①9:00 c敗者 - i敗者

②9:40 c勝者 - f敗者②9:40 c勝者 - f敗者

③10:20 f勝者 - ①勝者③10:20 f勝者 - ①勝者

④11:00 i勝者 - ②勝者 当該ﾁｰﾑ④11:00 i勝者 - ②勝者 当該ﾁｰﾑ④11:00 i勝者 - ②勝者

⑤11:40 ①敗者 - ②敗者

当該ﾁｰﾑ

⑤11:40 ①敗者 - ②敗者

⑥12:20 ③敗者 - ④敗者⑥12:20 ③敗者 - ④敗者

⑦13:00 ③勝者 - ④勝者⑦13:00 ③勝者 - ④勝者


