
日時 平成３０年　１月　１９日 (土)・２０日（日）

会場 登別市総合体育館

　　19日（土） 主管 室蘭地区サッカー協会 女子委員会

一般の部　１５分－３分－１５分　ランニングタイム　　　少女の部　１２分－３分－１２分　ランニングタイム　

1、 審判は対戦チーム同士で御願い致します。
2、 メンバーチェックは省略とする。（各チームごとにお任せします）
3、 試合はランニングタイムとする。
4、 ハーフタイムのベンチ移動、コートチェンジは無しとする。
5、 試合終了後のベンチ挨拶は省略とする。
6、 試合時間は目安です。時間前に開始して下さい。
7、 アップ会場がありませんので廊下等を使ってください。
8、 ゴミは各自、お持ち帰りください。
9、 喫煙所は外にあります。必ず外靴に履き替えて下さい。

審　判 審　判

　①　１０：００～ コルサリオ ＶＳ アイス　Ａ 　①　１０：００～ レイナージョ ＶＳ リトル

　②　１０：４０～ 北　照 ＶＳ アイス　Ｂ 　②　１０：４０～ リンダ ＶＳ ＭＦＡ

　③　１１：２０～ レッド４ ＶＳ イエロー６ 　③　１１：２０～ 千歳Ｕ１２ ＶＳ ブルー５

　④　１１：５０～ アイス　Ａ ＶＳ リトル 　④　１１：５０～ コルサリオ ＶＳ レイナージョ

　⑤　１２：３０～ アイス　Ｂ ＶＳ リンダ 　⑤　１２：３０～ 北　照 ＶＳ ＭＦＡ

　⑥　１３：１０～ レッド４ ＶＳ ブルー５ 　⑥　１３：１０～ 千歳Ｕ１２ ＶＳ イエロー６

　⑦　１３：４０～ コルサリオ ＶＳ リトル 　⑦　１３：４０～ アイス　Ａ ＶＳ レイナージョ

　⑧　１４：２０～ 北　照 ＶＳ リンダ 　⑧　１４：２０～ アイス　Ｂ ＶＳ ＭＦＡ

　⑨　１５：００～ ブルー５ ＶＳ イエロー６ 　⑨　１５：００～ 千歳Ｕ１２ ＶＳ レッド４

　⑩　１５：３０～ Ａグループ4位 ＶＳ Ｂグループ4位 　⑩　１５：３０～ Ａグループ3位 ＶＳ Ｂグループ3位

　⑪　１６：１０～ Ａグループ2位 ＶＳ Ｂグループ2位 　⑪　１６：１０～ Ａグループ1位 ＶＳ Ｂグループ1位

　⑫　１６：５０～ 　⑫　１６：５０～

　⑬　 　⑬　

平成３０年度　第２６回　室蘭地区女子フットサル選手権大会

フレンドリー フレンドリー

Ａ　コート　（ステージ側） Ｂ　コート
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日時 平成３０年　１月　１９日 (土)・２０日（日）

会場 登別市総合体育館

２０日（日） 主管 室蘭地区サッカー協会 女子委員会

審　判 審　判

　① １０：００～ 北　照 ＶＳ コルサリオ 　① １０：００～レイナージョ ＶＳ アイス　Ａ

　② １０：４０～ アイス　Ｂ ＶＳ ＭＦＡ 　② １０：４０～

　③ １１：２０～ 千歳Ｕ１２ ＶＳ イエロー６ 　③ １１：２０～ブルー５ ＶＳ レッド４

　④ １１：５０～ 北　照 ＶＳ レイナージョ 　④ １１：５０～コルサリオ ＶＳ アイス　Ｂ

　⑤ １２：３０～ アイス　Ａ ＶＳ ＭＦＡ 　⑤ １２：３０～コルサリオ ＶＳ レイナージョ

　⑥ １３：１０～ 千歳Ｕ１２ ＶＳ ブルー５ 　⑥ １３：１０～イエロー６ ＶＳ レッド４

　⑦ １３：３０～ 北　照 ＶＳ アイス　Ｂ 　⑦ １３：３０～コルサリオ ＶＳ アイス　Ａ

　⑧ １４：１０～ レイナージョ ＶＳ ＭＦＡ 　⑧ １４：１０～ 北　照 ＶＳ アイス　Ａ

　⑨ １４：５０～ 千歳Ｕ１２ ＶＳ レッド４ 　⑨ １４：５０～イエロー６ ＶＳ ブルー５

　⑩ １５：２０～ コルサリオ ＶＳ ＭＦＡ 　⑩ １５：２０～レイナージョ ＶＳ アイス　Ｂ

　⑪ １６：００～ 北　照 ＶＳ ＭＦＡ 　⑪ １６：００～アイス　Ａ ＶＳ アイス　Ｂ

北　照 コルサリオ レイナージョ アイスＡ アイスB MFA

北　照

コルサリオ

レイナージョ

アイスＡ

アイスB

MFA

⑪以降、体育館が１試合分程度空きますので交流戦希望
チームは当日本部まで申し込みください。

得　失　点 順　　位

平成３０年度　第２６回　室蘭地区女子フットサル選手権大会

一般の部　１５分－３分－１５分　ランニングタイム　　　　　少女の部　１２分－３分－１２分　ランニングタイム

得　失　点 順　　位
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室蘭　イエロー
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少女 小　　樽 室蘭ピンク 室蘭　イエロー 室蘭　ブルー 勝　　点
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