
Ａ1 Ｂ1 Ｃ1 Ｄ1

Ａ2 Ｂ2 Ｃ2 Ｄ2

Ａ3 Ｂ3 Ｃ3 Ｄ3

Ａ4 Ｂ4 Ｃ4 Ｄ4

グループ

会場

ＶＳＶＳＶＳ

ＶＳＶＳＶＳＶＳ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

※　特にフレンドリーゲーム時間は設けておりません
が、中央公園会場は16:30迄使用可能ですので、ゲー
ムを希望するチームは当日「大会事務局 齋藤」に申入
れて下さい。調整します。

ＶＳ

ＶＳ ＶＳ ＶＳ ＶＳ

ＶＳＶＳ

ＶＳ

※　特にフレンドリーゲーム時間は設けておりません
が、松島FBCは16:00迄使用可能ですので、ゲームを
希望するチームは当日「ジュニオール内田氏」に申入
れ対戦調整をお願いします。

８月１３日（土曜日）

青山FCジュニオール

ＶＳ

Ｂ1 Ｂ4 Ｂ2 Ｂ3 Ｄ1

なかのFC

仙台中田

Ｄ4 Ｄ2 Ｄ3

Ｃ4 Ｃ2 Ｃ3

七ヶ浜SC

多賀城Ｙ 鶴ケ谷 暁星Ｂ 宇都宮 マリソル

荒　浜 塩釜FC S・KSC

Ａ1 Ａ4 Ａ2 Ａ3 Ｃ1

5 13:30 多賀城Ｂ 利府グラ 暁星Ａ

ジュニオール なかのFC4 12:45

Ｄ3 Ｄ2 Ｄ４

多賀城Ｙ 宇都宮 暁星Ｂ 鶴ケ谷 マリソル

Ｂ1 Ｂ3 Ｂ2 Ｂ４ Ｄ1

ＶＳ ＶＳ ＶＳ
塩釜FC 仙台中田 七ヶ浜SC S・KSC

3 12:00

審判

Ｃ3 Ｃ2 Ｃ4

多賀城Ｂ 荒　浜 暁星Ａ 利府グラ

Ａ1 Ａ3 Ａ2 Ａ４ Ｃ1

Ｄ3 Ｄ４

多賀城Ｙ 暁星Ｂ 宇都宮 鶴ケ谷 マリソル ジュニオール 青山FC なかのFC

Ｂ1 Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｄ1 Ｄ2

ＶＳ

仙台中田 S・KSC

Ｃ1 Ｃ2 Ｃ3 Ｃ4

多賀城Ｂ 暁星Ａ 荒　浜 利府グラ 塩釜FC 七ヶ浜SC

№
Ａ・Ｂグループ対戦表 Ｃ・Ｄグループ対戦表

中央公園小グランド 中央公園大グランド 松島FBC　ピッチ2-① 松島FBC　ピッチ2-②

※　審判は対戦表上段記載チーム。１人審判

利府グラ 鶴ケ谷 S・KSC なかのFC

試合時間・・15分-5分-15分（延長無）

暁星Ｂ 七ヶ浜SC ジュニオール

荒　浜 宇都宮 仙台中田 青山FC

暁星Ａ

多賀城フットボールクラブ　４０周年記念少年サッカー大会　予選

多賀城Ｂ 多賀城Ｙ 塩釜FC マリソル

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ Ｄグループ

審判 多賀城FC Yellow

10:301

審判 鶴ケ谷

Ａ1 Ａ２ Ａ3 Ａ４

審判 ジュニオール 審判 青山ＦＣ

11:152

審判 七ヶ浜ＳＣ 審判 S・KSC

6 14:15

審判 暁星アストラ A 審判 荒浜ジュニオール

審判 多賀城FC Yellow 審判 宇都宮 マリソル松島 審判 青山ＦＣ

審判 多賀城FC Biue 審判 荒浜ジュニオール 審判 塩釜ＦＣ 審判 仙台中田

審判 暁星アストラ Ｂ 審判 鶴ケ谷 審判 ジュニオール 審判 なかのＦＣ

青山FC

審判 七ヶ浜ＳＣ審判 利府グランディ 審判 多賀城FC Biue 審判 塩釜ＦＣ



勝　点 勝 引 負 総得点 総失点 得失点 順位

- - -

- - -

- - -

- - -

勝　点 勝 引 負 総得点 総失点 得失点 順位

- - -

- - -

- - -

- - -

勝　点 勝 引 負 総得点 総失点 得失点 順位

- - -

- - -

- - -

- - -

勝　点 勝 引 負 総得点 総失点 得失点 順位

- - -

- - -

- - -

- - -

C3 C4

D1 D2 D3 D4

塩釜FC 七ヶ浜SC 仙台中田

B1 B2 B3 B4

C1

D4 なかのFC

D3 青山FC

D2 ジュニオール

マリソル ジュニオール 青山FC なかのFC

D1 マリソル

C4 S・KSC

C3 仙台中田

C2 七ヶ浜SC

C1 塩釜FC

B4 鶴ケ谷

B2 暁星Ｂ

B3 宇都宮

S・KSC

C2

暁星Ｂ 宇都宮 鶴ケ谷

Ａ４ 利府グラ

B1 多賀城Ｙ

多賀城Ｙ

Ａ３ 荒　浜

Ａ２ 暁星Ａ

暁星Ａ 荒　浜 利府グラ

多賀城フットボールクラブ　４０周年記念少年サッカー大会　予選　戦績表

Ａ1 Ａ2 Ａ3 Ａ4

Ａ１ 多賀城Ｂ

多賀城Ｂ



試合時間・・1,2回戦　15-5-15

※審判・・1人審判で実施 最終試合　20-5-20

　⑤の試合を⑦、⑦の試合を⑤で実施

審判・3位決定戦、決勝戦のは主催者

日時・2016年8月14日（日）

多賀城ＦＣ　40周年記念少年サッカー大会　決勝トーナメント　・　フレンドリートーナメント

中央公園Ｇ小 中央公園Ｇ大 中央公園Ｇ小 中央公園Ｇ大

決勝トーナメント 場所・多賀城中央公園グランド

中央公園Ｇ小　⑫　13:45①の試合を③、②の試合を④で実施

③の試合を①、④の試合を②で実施

松島-①　13:45

中央公園Ｇ小 中央公園Ｇ小

日時・2016年8月14日（日）

フレンドリーゲームであることから

審判は当該同士話合いで決定する。

１人審判制

B-1C-2

フレンドリートーナメント

9:30 9:30 10:15

松島-①

⑤　11:00 ⑦　11:45

11:00 11:45

B-2

①　9:30 ②　9:30 ③　10:15 ④　10:15

D-2 A-2C-1A-1 D-1

A-3

松島-① 松島-②松島-①

中央公園Ｇ大 中央公園Ｇ大

D-3B-4C-3D-4

松島-①　12:45

中央公園Ｇ大　⑪　13:45

⑥　11:00

中央公園Ｇ大　⑨　12:45

B-3C-4

10:15

⑧　11:45

中央公園Ｇ小　⑩　12:45

審判・・⑨,⑩の試合は当該同士で実施

審判・・⑥,⑧の試合は当該同士で実施

松島-②　13:45

A-4

松島-②　12:45

松島-② 松島-②

場所・松島フットボールセンター

松島-②

11:00 11:45

松島-①


