
２０１８北杜UFCサマーカップ U10大会（長坂総合G）

試合時間（13-5-13）

☆参加ﾁｰﾑ

☆８人制

U10大会Aトーナメント

☆大会日程

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

(1) ＶＳ (2) (5) ＶＳ (6)

ＶＳ ＶＳ

(3) ＶＳ (4) (7) ＶＳ (8)

(9) ＶＳ (10) (11) ＶＳ (12)

(9) ＶＳ (10) (11) ＶＳ (12)

(13) ＶＳ (14) (15) ＶＳ (16)

ＶＳ ＶＳ

(19) ＶＳ (20) (19) ＶＳ (20)

※４位以外のチームの表彰及び優秀選手賞授与は本部挨拶時に行います。

敢闘トロフィ

2位 2位トロフィ 勝者 敢闘トロフィ

3位 ３位トロフィ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ
Cﾏｯﾁ

勝者 敢闘トロフィ

4位

北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部

17:20 閉会式（閉会式への参加チームはAトーナメント決勝、３位決定戦へ進出したチームのみとさせていただきます。）

Aﾄｰﾅﾒﾝﾄ

優勝 優勝トロフィ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ
Bﾏｯﾁ

勝者 敢闘トロフィ

北杜高校サッカー部 16:40 (26) A決勝戦 勝者 勝者16:40 (25) A3位決定 敗者 敗者 北杜高校サッカー部

４位トロフィ 勝者

(24) B決勝戦 (15)敗者 (16)敗者 北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部

北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部

16:00 (23) B決勝戦 (13)敗者 (14)敗者 北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部 16:00

北杜高校サッカー部 15:20 (20) A準決勝 勝者 勝者15:20 (19) A準決勝 勝者 勝者 北杜高校サッカー部

(22) C決勝戦 勝者 勝者 北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部

北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部

14:40 (21) C決勝戦 勝者 勝者 北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部 14:40

北杜高校サッカー部 14:00 (18) Cﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 敗者 敗者14:00 (17) Cﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 敗者 敗者 北杜高校サッカー部

(16) A2回戦 勝者 勝者 北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部

北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部

13:20 (14) A2回戦 勝者 勝者 北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部 13:20

北杜高校サッカー部 12:40 (12) C１回戦 (7)敗者 (8)敗者12:40 (10) C１回戦 (3)敗者 (4)敗者 北杜高校サッカー部

(15) A2回戦 勝者 勝者 北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部

北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部

12:00 (13) A2回戦 勝者 勝者 北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部 12:00

北杜高校サッカー部 11:20 (11) C１回戦 (5)敗者 (6)敗者11:20 (9) C１回戦 (1)敗者 (2)敗者 北杜高校サッカー部

(8) A1回戦 池田SSS 塩尻西SS 北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部

北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部

10:40 (4) A1回戦 南箕輪FC 塩山SSS 北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部 10:40

北杜高校サッカー部 10:00 (7) A1回戦 VF八ヶ岳 玉穂SSS10:00 (3) A1回戦 茅野玉川 山城SSS 北杜高校サッカー部

(6) A1回戦 諏訪FC 玉諸SSS 北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部

北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部

9:20 (2) A1回戦 永明FC 中道ｾﾚｿﾝ 北杜高校サッカー部 北杜高校サッカー部 9:20

北杜高校サッカー部 8:40 (5) A1回戦 長坂SSS FCｱﾙﾋﾟｰﾉ8:40 (1) A1回戦 北杜UFC 双葉SSS 北杜高校サッカー部

対戦ｶｰﾄﾞ 前半審判 後半審判

14:00 14:00

長坂総合G西側コート 長坂総合G東側コート
対戦ｶｰﾄﾞ 前半審判 後半審判

(17) (18)

(7)敗者 (8)敗者(1)敗者 (2)敗者 (3)敗者 (4)敗者 (5)敗者 (6)敗者

(15)敗者 (16)敗者

11:20 12:40 11:20 12:40
(9) (10) (11) (12) (13)敗者 (14)敗者

(21) (22) (23) (24)
14:40 14:40 16:00 16:00

(13)敗者 (14)敗者 (15)敗者 (16)敗者

敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞 敢闘賞

Aトーナメント１回戦敗者チームによる Aトーナメント2回戦敗者チームによる

(1)敗者 (2)敗者 (3)敗者 (4)敗者 (5)敗者 (6)敗者 (7)敗者 (8)敗者

（　甲府枠　） （　長野枠　）

【フレンドリー敢闘賞マッチC】 【フレンドリー敢闘賞マッチB】

（　長野枠　） （　峡東枠　） （　峡北枠　） （　峡中枠　） （　長野枠　） （　甲府枠　）

VF八ヶ岳 玉穂SSS 池田SSS 塩尻西SS

（　峡北枠　） （　峡中枠　） （　長野枠　） （　甲府枠　） （　長野枠　） （　甲府枠　）

南箕輪FC 塩山SSS 長坂SSS FCｱﾙﾋﾟｰﾉ 諏訪FC 玉諸SSS北杜UFC 双葉SSS 永明FC 中道ｾﾚｿﾝ 茅野玉川 山城SSS

（　峡北枠　） （　峡中枠　）

(8)
8:40 9:20 10:00 10:40 8:40 9:20 10:00 10:40

12:00 13:20 12:00 13:20

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

15:20 15:20

(13) (14) (15) (16)

(25)
準決勝 16:40 準決勝

(19) (20)

（　峡中枠　） （　長野枠　）

決勝戦
(26)

16:40

3位決定戦

（　峡中枠　） （　甲府枠　） （　甲府枠　） （　峡東枠　） （　峡中枠　） （　甲府枠　）

VF八ヶ岳 池田SSS

双葉SSS 中道ｾﾚｿﾝ 山城SSS 塩山SSS FCｱﾙﾋﾟｰﾉ 玉諸SSS 玉穂SSS 塩尻西SS

北杜UFC 永明FC 茅野玉川 南箕輪FC 長坂SSS 諏訪FC

H30.8.25

8/25(土)　開催時
（　峡北枠　） （　長野枠　） （　長野枠　） （　長野枠　） （　峡北枠　） （　長野枠　） （　峡北枠　） （　甲府枠　）



２０１８北杜UFCサマーカップ U１０大会（長坂総合G）

試合時間（13-5-13）

☆参加ﾁｰﾑ

☆８人制

サマーカップAトーナメント

１回戦敗者 ２回戦敗者

☆大会日程

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

ＶＳ ＶＳ

※４位以外のチームの表彰及び優秀選手賞授与は本部挨拶時に行います。

（　峡中枠　） （　甲府枠　） （　甲府枠　） （　峡東枠　） （　峡中枠　） （　甲府枠　） （　峡中枠　）

H30.8.26

双葉SSS 中道ｾﾚｿﾝ 山城SSS 塩山SSS FCｱﾙﾋﾟｰﾉ 玉諸SSS

北杜UFC 永明FC 茅野玉川 南箕輪FC 長坂SSS 諏訪FC VF八ヶ岳 池田SSS

（　峡北枠　） （　長野枠　） （　長野枠　） （　長野枠　） （　峡北枠　） （　長野枠　） （　峡北枠　） （　甲府枠　）

8/26(日)　開催時

(26)
準決勝 17:00 準決勝

(19) (20)

玉穂SSS

決勝戦
(27)

17:00

3位決定

10:20
(2) (3) (5) (7) (4) (6)

14:20 14:20
(12) (13) (14) (8)

(1)

8:20 9:00 9:40 10:20 9:00 9:40 8:20

11:40 12:20 12:20

VF八ヶ岳 玉穂SSS 池田SSS

【フレンドリー敢闘賞カップCトーナメント】 【フレンドリー敢闘賞カップBトーナメント】
Aトーナメント１回戦敗者チームによるトーナメント Aトーナメント2回戦敗者チームによるトーナメント

南箕輪FC 塩山SSS 長坂SSS FCｱﾙﾋﾟｰﾉ 諏訪FC 玉諸SSS北杜UFC 双葉SSS 永明FC 中道ｾﾚｿﾝ 茅野玉川 山城SSS

(14)敗者 (8)敗者

敢闘カップ決勝 敢闘カップ決勝

(1)敗者 (2)敗者 (3)敗者 (4)敗者 (5)敗者 (6)敗者

(24) (25)

16:20 16:20
(16) (15) (17)

(7)敗者 (12)敗者 (13)敗者

(18)

13:00 13:00 13:40 13:40

(9) (10) (11) (8)敗者 (12)敗者

(6)敗者 (7)敗者 (23)

15:40
(21) (22)

(13)敗者 (14)敗者

11:00 11:00 11:40
(1)敗者 (2)敗者 (3)敗者 (4)敗者 (5)敗者

後半審判

15:00 15:00

長坂総合G西側コート 長坂総合G東側コート
対戦ｶｰﾄﾞ 前半審判 後半審判

A1回戦 VF八ヶ岳 玉穂SSS 北杜UFC

対戦ｶｰﾄﾞ 前半審判

(4) A1回戦 長坂SSS FCｱﾙﾋﾟｰﾉ 前試合勝者 前試合敗者

北杜UFC 北杜UFC

9:00 (3) A1回戦 永明FC 中道ｾﾚｿﾝ 前試合勝者 前試合敗者 9:00

北杜UFC 8:20 (2) A1回戦 北杜UFC 双葉SSS8:20 (1)

前試合敗者

前試合勝者 前試合敗者

10:20 (7) A1回戦 南箕輪FC 塩山SSS 前試合勝者 前試合敗者 10:20

前試合敗者 9:40 (6) A1回戦 諏訪FC 玉諸SSS9:40 (5) A1回戦 茅野玉川 山城SSS 前試合勝者

C1回戦 (1)敗者 (2)敗者 前試合勝者

(8) A2回戦 (1)勝者 池田SSS 前試合勝者

(12) A2回戦 (2)勝者 (3)勝者 前試合勝者 前試合敗者

前試合勝者 前試合敗者

11:40 (11) C1回戦 (5)敗者 (6)敗者 前試合勝者 前試合敗者 11:40

前試合敗者 11:00 (10) C1回戦 (3)敗者 (4)敗者11:00 (9)

前試合敗者

前試合勝者 前試合敗者

13:00 (15) C2回戦 (11)勝者 (7)敗者 前試合勝者 前試合敗者 13:00

前試合敗者 12:20 (14) A2回戦 (4)勝者 (6)勝者12:20 (13) A2回戦 (5)勝者 (7)勝者 前試合勝者

B1回戦 (8)敗者 (12)敗者 前試合勝者

(16) C2回戦 ((9)勝者 (10)勝者 前試合勝者

(20) A準決勝 (14)勝者 (8)勝者 前試合勝者 前試合敗者

前試合勝者 前試合敗者

14:20 (19) A準決勝 (12)勝者 (13)勝者 前試合勝者 前試合敗者 14:20

前試合敗者 13:40 (18) B1回戦 (13)敗者 (14)敗者13:40 (17)

前試合勝者 前試合敗者

15:40 (23) Bﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ (17)敗者 (18)敗者 前試合勝者 前試合敗者

前試合敗者 15:00 (22) Cﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ (11)敗者 (15)敗者15:00 (21) Cﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ (9)敗者 (10)敗者 前試合勝者

B決勝戦 (17)勝者 (18)勝者 前試合勝者

(26) A3位決定 (19)敗者 (20)敗者 前試合勝者 前試合敗者

前試合勝者 前試合敗者

17:00 (27) A決勝戦 (19)勝者 (20)勝者 前試合勝者 前試合敗者 17:00

前試合敗者 16:20 (24) C決勝戦 (16)勝者 (15)勝者16:20 (25)

17:40 閉会式（閉会式への参加チームはAトーナメント決勝、３位決定戦へ進出したチームのみとさせていただきます。）

Aﾄｰﾅﾒﾝﾄ

優勝 優勝トロフィ 参加賞

2位 2位トロフィ
Bﾄｰﾅﾒﾝﾄ

優勝 敢闘トロフィ

参加賞

3位 ３位トロフィ 参加賞

参加賞

準優勝 敢闘トロフィ 参加賞

4位 ４位トロフィ 参加賞 参加賞

参加チーム 7 参加賞

Cﾄｰﾅﾒﾝﾄ
優勝 敢闘トロフィ 参加賞

準優勝 敢闘トロフィ


