
組み合わせ・対戦スケジュール

1月7日（土）●奥戸会場（グループA・B・C）　●大会1日目予選リーグ（13-5-13分） ●試合間インターバル10分

試合時間 組 Ａ面 組 Ｂ面
9:00～9:30 開会式

1 10:30～11:05 A 南葛SS vs AmanecerCF U12 A 葛飾区選抜 vs 花輪SS

2 11:15～11:50 B malva fc ultra vs バルサアカデミー葛飾 B JSC GRANT vs ふらのFC

3 12:00～12:35 C 志水FC/清水トレーニングセンター vs バルサアカデミー横浜 C 金町サッカークラブ vs なにわFC/セレッソ大阪U-12

4 12:45～13:20 A 南葛SS vs 葛飾区選抜 A AmanecerCF U12 vs 花輪SS

5 13:30～14:05 B malva fc ultra vs JSC GRANT B バルサアカデミー葛飾 vs ふらのFC

6 14:15～14:50 C 志水FC/清水トレーニングセンター vs 金町サッカークラブ C バルサアカデミー横浜 vs なにわFC/セレッソ大阪U-12

7 15:00～15:35 A 南葛SS vs 花輪SS A AmanecerCF U12 vs 葛飾区選抜

8 15:45～16:20 B malva fc ultra vs ふらのFC B バルサアカデミー葛飾 vs JSC GRANT

9 16:30～17:05 C 志水FC/清水トレーニングセンター vs なにわFC/セレッソ大阪U-12 C バルサアカデミー横浜 vs 金町サッカークラブ

グループ A 南葛SS AmanecerCF U12 葛飾区選抜 花輪SS 勝 分 負 勝点 得点 失点 差 順位

南葛SS

AmanecerCF U12

葛飾区選抜

花輪SS

グループ B malva fc ultra バルサアカデミー葛飾 JSC GRANT ふらのFC 勝 分 負 勝点 得点 失点 差 順位

malva fc ultra

バルサアカデミー葛飾

JSC GRANT

ふらのFC

グループ C 志水FC/清水トレーニングセンター バルサアカデミー横浜 金町サッカークラブ なにわFC/セレッソ大阪U-12 勝 分 負 勝点 得点 失点 差 順位

志水FC/清水トレーニングセンター

バルサアカデミー横浜

金町サッカークラブ

なにわFC/セレッソ大阪U-12

予選リーグ戦における順位決定方法は、勝ち３点、引き分け１点、敗け０点の勝ち点により、勝ち点の多い順に決定。尚、勝ち点の合計が同一の場合は以下の項目に従って順位を決定

1)全試合のゴールディファレンス(総得点-総失点)　2)全試合の総得点　3)抽選



組み合わせ・対戦スケジュール

1月7日（土）●にいじゅく会場（グループD・E・F）　●大会1日目予選リーグ（13-5-13分） ●試合間インターバル10分

試合時間 組 Ａ面 組 Ｂ面
1 11:00～11:35 D DV7サッカーアカデミー vs ACミランサッカーアカデミー千葉 D 柴又KIDS vs 比良戸FC

2 11:45～12:20 E ドムトルント・サッカーアカデミー vs インテルアカデミージャパン E 幸田ジュニアFC vs 武蔵FC/武蔵野市トレセンチーム

3 12:30～13:05 F ボカ・ジュニアーズ日本支部 vs リバプールFCアカデミー F FC.EDO vs 明和FC/FC浦和

4 13:15～13:50 D DV7サッカーアカデミー vs 柴又KIDS D ACミランサッカーアカデミー千葉 vs 比良戸FC

5 14:00～14:35 E ドムトルント・サッカーアカデミー vs 幸田ジュニアFC E インテルアカデミージャパン vs 武蔵FC/武蔵野市トレセンチーム

6 14:45～15:20 F ボカ・ジュニアーズ日本支部 vs FC.EDO F リバプールFCアカデミー vs 明和FC/FC浦和

7 15:30～16:05 D DV7サッカーアカデミー vs 比良戸FC D ACミランサッカーアカデミー千葉 vs 柴又KIDS

8 16:15～16:50 E ドムトルント・サッカーアカデミー vs 武蔵FC/武蔵野市トレセンチーム E インテルアカデミージャパン vs 幸田ジュニアFC

9 17:00～17:35 F ボカ・ジュニアーズ日本支部 vs 明和FC/FC浦和 F リバプールFCアカデミー vs FC.EDO

グループ D DV7サッカーアカデミー ACミランサッカーアカデミー千葉 柴又KIDS 比良戸FC 勝 分 負 勝点 得点 失点 差 順位

DV7サッカーアカデミー

ACミランサッカーアカデミー千葉

柴又KIDS

比良戸FC

グループ E ドムトルント・サッカーアカデミー インテルアカデミージャパン 幸田ジュニアFC 武蔵FC/武蔵野市トレセンチーム 勝 分 負 勝点 得点 失点 差 順位

ドムトルント・サッカーアカデミー

インテルアカデミージャパン

幸田ジュニアFC

武蔵FC/武蔵野市トレセンチーム

グループ F ボカ・ジュニアーズ日本支部 リバプールFCアカデミー FC.EDO 明和FC/FC浦和 勝 分 負 勝点 得点 失点 差 順位

ボカ・ジュニアーズ日本支部

リバプールFCアカデミー

FC.EDO

明和FC/FC浦和

予選リーグ戦における順位決定方法は、勝ち３点、引き分け１点、敗け０点の勝ち点により、勝ち点の多い順に決定。尚、勝ち点の合計が同一の場合は以下の項目に従って順位を決定

1)全試合のゴールディファレンス(総得点-総失点)　2)全試合の総得点　3)抽選



水元会場（17～24位トーナメント）

試合時間 マッチナンバー Ａ面 マッチナンバー Ｂ面
1 8:45～9:20 ［1］ Aグループ 1位 vs Eグループ 1位 ［2］ Ｂグループ 1位 vs Fグループ 1位

2 9:35～10:10 ［3］ Cグループ 1位 vs グループ2位/勝ち点 1位 ［4］ Dグループ 1位 vs グループ2位/勝ち点 2位

3 10:25～11:00 ［5］ ［1］敗戦チーム vs ［3］敗戦チーム ［6］ ［2］敗戦チーム vs ［4］敗戦チーム

4 11:15～11:50 ［7］ ［1］勝利チーム vs ［3］勝利チーム ［8］ ［2］勝利チーム vs ［4］勝利チーム

5 12:00～13:00 区民サッカー交流会（サッカー教室）

6 13:15～13:50 ［9］ ［5］勝利チーム vs ［6］勝利チーム ［10］ ［5］敗戦チーム vs ［6］敗戦チーム

7 14:05～14:40 ［11］決勝戦 ［7］勝利チーム vs ［8］勝利チーム ［12］
3位決定戦 ［7］敗戦チーム vs ［8］敗戦チーム

8 15:00～16:30 スペシャルマッチ　南葛SC vs 明和FC／ハーフタイムショー

9 17:00～ 閉会式

試合時間 マッチナンバー Ａ面 マッチナンバー Ｂ面
1 8:45～9:20 ［13］ グループ 2位/勝ち点 3位 vs グループ 3位/勝ち点 4位 ［14］ グループ 2位/勝ち点 4位 vs グループ 3位/勝ち点 3位

2 9:35～10:10 ［15］ グループ 2位/勝ち点 5位 vs グループ 3位/勝ち点 2位 ［16］ グループ 2位/勝ち点 6位 vs グループ 3位/勝ち点 1位

3 10:25～11:00 ［17］ ［13］敗戦チーム vs ［15］敗戦チーム ［18］ ［14］敗戦チーム vs ［16］敗戦チーム

4 11:15～11:50 ［19］ ［13］勝利チーム vs ［15］勝利チーム ［20］ ［14］勝利チーム vs ［16］勝利チーム

5 12:15～12:50 ［21］ ［17］勝利チーム vs ［18］勝利チーム ［22］ ［17］敗戦チーム vs ［18］敗戦チーム

6 13:05～13:40 ［23］ ［19］勝利チーム vs ［20］勝利チーム ［24］ ［19］敗戦チーム vs ［20］敗戦チーム

試合時間 マッチナンバー Ａ面 マッチナンバー Ｂ面
1 8:45～9:20 ［25］ グループ 3位/勝ち点 5位 vs グループ 4位/勝ち点 3位 ［26］ グループ 3位/勝ち点 6位 vs グループ 4位/勝ち点 4位

2 9:35～10:10 ［27］ グループ 4位/勝ち点 1位 vs グループ 4位/勝ち点 5位 ［28］ グループ 4位/勝ち点 2位 vs グループ 4位/勝ち点 6位

3 10:25～11:00 ［29］ ［25］敗戦チーム vs ［27］敗戦チーム ［30］ ［26］敗戦チーム vs ［28］敗戦チーム

4 11:15～11:50 ［31］ ［25］勝利チーム vs ［24］勝利チーム ［32］ ［26］勝利チーム vs ［28］勝利チーム

5 12:15～12:50 ［33］ ［29］勝利チーム vs ［30］勝利チーム ［34］ ［29］敗戦チーム vs ［30］敗戦チーム

6 13:05～13:40 ［35］ ［31］勝利チーム vs ［32］勝利チーム ［36］ ［31］敗戦チーム vs ［32］敗戦チーム

対戦スケジュール

1月8日（日）●奥戸会場　●大会2日目決勝トーナメント（15-5-15分） ●試合間インターバル10分

1月8日（日）●にいじゅく会場（9～16位トーナメント）　●大会2日目決勝トーナメント（15-5-15分） ●試合間インターバル10分

1月8日（日）●水元会場（17～24位トーナメント）　●大会2日目決勝トーナメント（15-5-15分） ●試合間インターバル10分



決勝トーナメント表

［1］

［7］

［11］

［8］

［5］
［9］

［10］
［6］

［12］

［2］

［3］

［4］

Bグループ 1位

Cグループ 1位

Dグループ 1位

Aグループ 1位 優勝

準優勝

3位

4位

5位

7位

6位

8位

Eグループ 1位

Fグループ 1位

グループ2位/勝ち点 1位

グループ2位/勝ち点 2位

決勝トーナメント

［13］

［19］
［23］

［20］
［17］ ［21］

［22］［18］

［24］

［14］

［15］

［16］

9位

11位

13位

15位

10位

12位

14位

16位

グループ 2位/勝ち点3位

グループ 2位/勝ち点4位

グループ 2位/勝ち点5位

グループ 2位/勝ち点6位

グループ 3位/勝ち点4位

グループ 3位/勝ち点3位

グループ 3位/勝ち点2位

グループ 3位/勝ち点1位

順位トーナメント（9～16位）

［25］

［31］
［35］

［32］
［29］ ［33］

［34］［30］

［36］

［26］

［27］

［28］

17位

19位

21位

23位

18位

20位

22位

24位

3位/勝ち点5位

3位/勝ち点6位

4位/勝ち点1位

4位/勝ち点2位

4位/勝ち点3位

4位/勝ち点4位

4位/勝ち点5位

4位/勝ち点6位

順位トーナメント（17～24位）


