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1月22日

ニカホ18 16:35 スポルティフD 八橋B 飯島南 大曲A 飯島 鹿角B 象・金A

鹿角B17 16:10 飯島南 大曲A スポD 八橋B 象潟・金浦A ニカホ 飯島

16 15:45
大曲A15 15:20 スポルティフD 鹿角B 飯島南 ニカホ 飯島 八橋B 象・金A

八橋B 大仙SC 旭川 花館B スポB 大住 T2G　B 美郷A 外旭川14 14:55 飯島南 ニカホ スポD 鹿角B 象潟・金浦A 大曲A 飯島

八橋A 仁井田A スポA 鹿角A 花館A エスペルド 十文字 T2G　A13 14:30

大曲A 花館B スポルティフB 大仙SC 旭川 美郷A 外旭川 大住 T2G　B12 14:05 スポルティフD 飯島 飯島南 象・金A 鹿角B 八橋B ニカホ

八橋B スポルティフA 鹿角A 八橋A 仁井田A 十文字 T2G　A 花館A エスペルド11 13:40 飯島南 象潟・金浦A スポD 飯島 ニカホ 大曲A 鹿角B

大仙SC 仁井田A 花館B 鹿角A 大住 エスペルド 美郷A T2G　A10 13:15

八橋A 旭川 スポA スポB 花館A T2G　B 十文字 外旭川9 12:50

湯沢 花館B 鹿角A 大仙SC 仁井田A 美郷A T2G　A 大住 エスペルド8 12:25 西目 北秋田 男鹿 下新城 四ツ小屋 スポルティフC ユーニアン

スポC スポルティフA スポルティフB 八橋A 旭川 十文字 外旭川 花館A T2G　B7 12:00 男鹿 下新城 西目 北秋田 ユーニアン 湯沢 四ツ小屋

旭川 仁井田A スポB 鹿角A T2G　B エスペルド 外旭川 協会6 11:35

下新城 八橋A 大仙SC スポA 花館B 花館A 大住 十文字 美郷A5 11:10 西目 スポルティフC 男鹿 湯沢 四ツ小屋 北秋田 ユーニアン

北秋田 スポルティフB 鹿角A 旭川 仁井田A 外旭川 T2G　A 協会 エスペルド4 10:45 男鹿 湯沢 西目 スポC ユーニアン 下新城 四ツ小屋

スポルティフA 花館B 八橋A 大仙SC 十文字 美郷A 花館A 大住3 10:20

下新城2 9:55 西目 四ツ小屋 男鹿 ユーニアン スポルティフC 北秋田 湯沢

北秋田1 9:30 男鹿 ユーニアン 西目 四ツ小屋 湯沢 下新城 スポC

リリオス　A リリオス　B 南体育館　 中央体育館　

対戦 審判 対戦 審判 対戦 審判 対戦 審判

3 旭川 外旭川 T2G　B

4 仁井田A T2G　A エスペルド

1 八橋A 十文字 花館A

2 大仙SC 美郷A 大住

4 下新城 北秋田 大曲A 八橋B 鹿角A

F　(南体育館） Ｇ　(中央体育館) Ｈ　(中央体育館)

2 ユーニアン 四ツ小屋 象潟・金浦A 飯島 花館B

3 湯沢 スポルティフC ニカホ 鹿角B スポルティフB

第5回　魁星旗争奪少年フットサル大会　2次リーグ組み合わせ日程

　グループ成績１位チームが、トーナメント進出。試合時間１６分（８－３－８）

Ａ　(リリオス) Ｂ　(リリオス) Ｃ　(リリオス) Ｄ　(リリオス) E　(南体育館）

1 男鹿 西目 飯島南 スポルティフD スポルティフA


