
U－12キッズ　　　　　　　　　．L戌

（1試合10分－3分－10分、2回総当り戦とします。）榊

会場：Eコ小　　　　　　　　　．L成

NO �6��ｸ8�kﾂ�1 �"�3 傀x犬�

1 播y¥I�(8ﾈ6h4(�ｸ5��ﾃ�"�＼ ���0 �"�

2 播84�9H4�985H�ｸ8ｲ�X ��× �2�

3 播9(h�"�0 ��� ���

．L戌　　　．L戌

も垂　　も盛

．L戌　．L成
二二■■二＿：－：二

．L成　　．L戌

試合時間 �6��ｸ8�kﾂ� �6��ｸ8�kﾂ�審　判 

① ����c���FC中山 苗��FC米沢レディースU－12 �2�

② ����c3R�FC中山 鰭+2�FOアヴァンサール �"�

③ ����c���FC米沢レディースU－12 苗��FOアヴァンサール ���

11：35 亶��������r�� 

③ ��(�c3R�FC米沢レディースU－12 鰭���FC中山 �2�

② ��8�c���FCアヴァンサール 鰭+2�FC中山 �"�

① ��8�cCR�FCアヴァンサール 苗��FC米沢レディースリー12 ���

14：15 氷�ﾃ�(4ﾈ6(5���¥(��檍����� 

∪　－　12

（1試合15分－3分－15分）

会場：Aコート

NO �6��ｸ8�kﾂ�1 �"�3 釘�順位 

1 �+8*ﾘ.x/�-､ｧ"� ���ﾃ����1－4 × ��ｨ璽�����3 

2 �,(.�*�*����ﾃ�"�1－1 △ ��〇一8 × ���ﾃ����4 

3 播9¥I�(8ﾈ6h4(�ｸ5��ﾃ�"�4－1 ● ��ｨ璽���ﾂ� 傅ﾈ璽"����2 

5 �8ｨ6x8ｸ5�5��ｸ5�5x8X6ｨ4��1－0 ● 塗�ﾃ���ﾂ�2・・○ ● ��1 

試合時間 �6��ｸ8�kﾂ� �6��ｸ8�kﾂ�審　判 

① ���ﾂ�さくらんぼJr　　　　　　　　　　　　　　　　l 苗��1　つるおかU－12 ���

② ��;�3R�FC米沢レディースU－12　　　　　　　　　　0 苗��2　リトルスターズジュニア ���

③ ����c#��さくらんぼJr　　　　　　　　　　　　　　　　l 鋲2�4　FC米沢レディースU－12 ���

．④ ����cSR�つるおかU－12　　　　　　　　　　　　　　1 鰭���6　リトルスターズジュニア �"�

12：20 ��ﾈ������稗�� 

⑧ ��8�h�T��さくらんぼJr　　　　　　　　　　　　　　　　O 鰭.��0　リトルスターズジュニア �2�

⑥ ��8�c3R�つるおかU－12　　　　　　　　　　　　　　　0 苗��O　　FC米沢レディースU－12 �B�

14：15 氷�ﾃ�(��苓��檍����� 



ビ　ギ　ナ　ー

（1試合10分－3分－10分）●

会場：Bコート

（予選リーグ）
Aブロック

■■I苧箪二ギt■■∵∴二二∵

．L成
■■！二三二一1＝＝r‾‾‾　∵＝■「▲

NO �6��ｸ8�kﾂ�1 �"�3 ���引分 們ﾒ�鯵点 �;�5��失点 ��霊位 得失点豊 

1 櫨v謌ﾈﾂ� ���ﾃ"����3－1 0 ���1 ���4 �2�3 ���2 

2 �4�8ｨ4x8ｲ�2・・○ ○ ��5－や 0 �"�0 ���8 途�0 途�1 

3 �5ｨ8ﾈ7X腰ｶ��1ぺI X ���ﾃR��ｨ*ﾒ� ���0 �"�0 ���8 ��ﾃr�8 

NO �6��ｸ8�kﾂ�1 �"�3 椥"�引分 �6ｲ�膿点 �;�5��失点 �;齏�5�r�霊位 

1 伜(ﾆ�=�b� �(�X�S����（ト0 A ���1 ���4 �"�0 �"�1 

2 簸�2�か・2 × ��〇・・〇 A ���1 ���1 ���2 ��ﾃ"�3 

3 播��$燃�… △ ���C���"� ���2 ���2 ���0 ���2 

（順位決定戦）
※各ブロック同順位のチーム同士で対戦する。く試合時間は下記日程のとおり）

※時間内に決着がつかなかった嶋合は、3人ずつの円く職とし、さらに決着がつかない嶋食はサドンデスの刊く職を行う。

Aブロック3位く　アリエル　）PK3 苗��0　円く1Bブロック3位（山静香F） 

Aブロック2位（山抑血Ⅶれ） 苗��1　　　Bブロック2位くFGHO和E 

Aブロック1位（セレプ興徽）　　4 苗��1　　　日ブロック1位くOMFO 

試合時間 �6��ｸ8�kﾂ� �6��ｸ8�kﾂ�

① ��jb�J●mimlれ 部��2　アリエル 

あ ����c#R�山形酉F 苗��0　　0MFG 

② ����i�b�J∬nhⅦt七 苗��1　セレプ鶉徽 

い ����c�R�山形西F 苗��O　　FOHO和E 

③ ����i�B�アリエル　　　　　　　　　　　　　　　　5 苗��2　　セレプ鶉徽 

う ��(4｣R�OMFC 錨��O　　　FOHO円E 

12：30 ��ﾈ����������ｶ��

1故00 ��7X8ﾘ6(4�8肩��5ｨ8ﾈ7Iv�ｴｨ�ｨ������B�V8 �����7X8ﾘ6(4�8肩�����d8�｢�

13：25 ��7X8ﾘ6(4�(肩�畑��ﾉoｸ���ｨ��������V8 ����(7X8ﾘ6(4�(肩����d4����8���｢�

13：50 ��7X8ﾘ6(4��肩*ﾘ��4�8ｨ4x8ｸ���ｨ��������V8 �������7X8ﾘ6(4��肩�����(ﾆ�F派�｢�

ビギナー円会式

ビギナー結果

優勝　　　アリエル　　　第5位　セレフ輿嬢

準優勝　　山形西F　　　第6位　OMFC

第3位　　FCHOR旺

第4位　　Jamima止

■■嘲H′ヒ＝＝完≡：≡：≡



一　般

（1試合：10分－インターバル3分－10分）

会場：Cコート、Dコート

（予遇リーグ）

．L戌．L戌．L成
一品－■■■ll　　　　一品■■■■■■　　　　■Li蒜－■■－

Aブロック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0書位の決定軋■ち点、嶋失点建．穐州、失丘のTで決モする．■ち肋．船員引別封点．■け恥嵐

■○ ��x耳耳�8���1 �B�I ����割分 ����■▲ ��ﾈ�2�失▲ ����5���■t 

1 伜)���I�R�　＼ ��ﾂ��ﾂ�量・・○ ● 處｢�○ ��ｲ�● ��ﾂ�○ ��ﾂ�t 

量 �5�(i�Y^唯�M X ������1－1 ▲ ��ｲ�t ���l ���l ��ﾃ��l 

3 �8ｨ6x8ｸ5�5��ｸ5�;b�〇一土 井 ���ﾃ���2�　＼ ��ｲ�1 ���1 ���t �ｨ��靂 

■○ �6��ｸ8�.��● 迭�● ��ﾂ�引分 ����■▲ ����2�彙▲ ����Fﾂ�l■触 

● 伜(��ｴﾘ��5H8�4ｨ�ｸ4�8�7R�　＼ ��ｨ6s���ﾂ�M ● �B�○ ��ｲ�● ��ﾂ�1 ��ﾂ�1 

5 �8ｨ6x8ｸ5�5��ｸ5竸��卜I X ������王一・〇 ● ���○ 唯�3 �2�l ��ｲ�t 

● 伜(����2�〇一2 X 挽���　＼ ��ｲ�○ �"�○ ��ﾂ�● 幡ﾂ�I 

■○ �6��ｸ8�.��丁 ��ﾂ�● ����顎分 ����■▲ ��ﾈ�2�彙▲ 乘ｸ�.Xｶ��■t 

丁 伜),鞜"�　＼ 綿耳�X�｢��ﾂ�1－f X 唯�○ ���3 處｢�t ��ｲ�量 

■ 伜(��ｹﾃ��一ト1 ■ ������〇一量 ★ ��ｲ�○ �B�○ ��ｲ�3 �ｩ)｢�｝ 

● 派���ｩ�8ﾈ6h4(�ｸ5��t－1 ● ��2��ﾂ�　＼ �"�○ ��ｲ�● ��ﾂ�l 白�1 

（決靡リーグ）
1位リーグ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0■伽雌は、■ち烏．■巣▲暮、書戚■、集■○…責すさ．■ち▲注、■蜘■．引分はは，■け帥慮．

≠○ �6��ｸ8�kﾂ�l 唯�I ��ﾂ�引分 ����■■ ��ﾈ�2�彙▲ ����ｹｷB�tt 

1 ��　＼ ��6x�����●一〇 ● ���○ ���｝ ��ﾂ�1 �2�2 

量 ��ミト○ ● ������専・・○ ● 處｢�○ ��ｲ�● ��ﾂ�○ ��ﾂ�1 

l ��M T 挽���　＼ ��ｲ�○ 處｢�○ ��ｲ�‖ ��ﾃ���｝ 

■○ �6��ｸ8�ｵB�4 白�l ����引分 ����■▲ ��ﾈ���彙▲ 傚��5���■t 

l ��　＼ 狽��2�＝ ● ���t ��ｲ�■ 釘�王 處｢�1 

t 嶋7X8ﾘ6(4�&���8ｨ6x8ｸ5�5��ｸ5竸����｢�王「量 ▲ ������M A ��ｲ�量 ��ｲ�量 �"�2 ��ｲ�I 

● �87X8ﾘ6(4蹠Fh���(��^竸倚(���｢�＝ ★ ��2��2�　＼ ��ｲ�l ���1 ��ｲ�○ ��ｲ�｝ 

■○ �6��ｸ�8�ﾂ�7 ��ﾂ�● ����軋分 ����■■ ��ﾈ�2�集▲ �����8���■■ 

7 ��　＼ ��'B��｢�曾√ ���○ ���I ��ﾂ�量 倬b�土 

● ��■－1 ● ������＝ ● ���○ ��ｲ�● 途�1 ��ﾂ�1 

● ��H X 挽�ｭ��　＼ ��ｲ�○ 處｢�○ ��ｲ�● 免ﾂ�暮 

C コ 1 ト ��te■t■ �6��ｸ8�.�� �6��ｸ8�ﾘﾂ�●■ 

① ��ﾔ��山槻暮畿∧ 鰭�ﾂ�0　　訳中央暮畿 �4��

丁 ��股�山鯵枇義触 鰭�ﾂ�○　　山書削 ���

◎ ���=��山枇恥 鰭�ﾂ�○　　リトルスターズ■ �)｢�

イ ����c�R�山槻榔 葺�ﾂ�2　　F¢絨レヂイース �r�

⑳ ������ｲ�リトルスターズ史 鰭�ﾂ�1　　♯貞中大tt �4R�

ウ ��)e��山■看b 葺�ﾂ�2　　FO♯只レディース �2�

雷畑 ��ﾈ�������������������

エ 亅�ﾈ�ｲ�▲ブロック地（リトルスターズ童） 鰭�ﾂ�2　　FJP側（　山鯛臥） �4R�

喀） ���58-�� 鰭�ﾂ� ���

オ ��8�h�h�ｲ� 鰭���○　¢プロ細　山■薔■） �4r�

◎ ��H�c��2� 葺��� �R�

カ ��Hﾈ�� 鰭�ﾂ� �4��

Aコート �｢�14靂○ ��V● ��◎ 

D ＝】 l ト ��鰊倉■M �6��ｸ8�kﾂ� �6��ｸ8�m��●■ 

あ 緬�R�山書抑抽一・クラブ 鰭�ﾂ�l　リトルスターズ■ �*"�

10望5 ��V● �� 

い ���J��山鯵女子サかクラブ 鰭�ﾂ�○　　山書看▲ �*��

11：18 ��Y● �� 

う ����h���ｲ�山■零▲ ��X�ﾂ�2　　リトルス　トズ暮 �*"�

12餌 ��(���������������������

え 亅�4ｨ�ｲ� ����ﾂ�2　　8ブロック稚（リトルスター暮） 途�

1鮎搾 �� �� 

お ���ｨB� 鰭�ﾂ�O　　Cブロック2位（山■義量事故8） �*b�

1■こ11 �� �� 

か ��IJ�� 鰭�ﾂ� �*��

ー■　触式

鷺7位山浦入
幕■愴リトルスターズ全

霊●牧山暮雪8

l　　　帽：201

（－七輪t）
霊■　　　山■女手サッカークラブ　　鸞4位糞沢中央萬糠

畢義鳥　山棚冊　　　　　　鷺第位リトルスターズ義
鷺3位　　F¢兼犬レディース　　　　鷺l故山輌


