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8：30 8：30

9：00 3Ａ カンピオ－ネ - 戸出 氷見 氷見 3Ａ 野村 - 伏木 プリメーラ たかおか 9：00 6A 野村 - 高岡西部Ａ 南星 プリメーラ

9：20 3Ｂ 南星 - 氷見Ｂ カンピオ－ネ 戸出 3Ｃ レオーネ - プリメーラ 野村 伏木 9：20 6A 氷見Ａ - 氷見Ｂ 野村 高岡西部

9：40 3Ａ カンピオ－ネ - 野村 南星 氷見 3Ａ 戸出 - 伏木 レオーネ プリメーラ 9：40 6C 成美 - 南星 氷見 氷見

10：00 3Ｂ 氷見Ａ - 南星 カンピオ－ネ 野村 3Ｃ たかおか - レオーネ 戸出 伏木 10：41 6C プリメーラ - カンピオ－ネ 氷見 南星

10：20 3Ａ 戸出 - 野村 氷見 南星 3Ａ 伏木 - カンピオ－ネ たかおか レオーネ 10：00 6A 野村 - 氷見Ａ プリメーラ カンピオ－ネ

10：40 3Ｂ 氷見Ｂ - 氷見Ａ 戸出 野村 3Ｃ プリメーラ - たかおか 伏木 カンピオ－ネ 10：40 6A 高岡西部Ａ - 氷見Ｂ 野村 成美

11：00 6C 成美 - プリメーラ 高岡西部 氷見

11：10 11：20 6C 南星 - カンピオ－ネ 成美 プリメーラ

11：40 4Ａ 野村 - 定塚Ａ 伏木 氷見 4Ａ 戸出 - カンピオ－ネ 南星 プリメーラ 11：40 6A 氷見Ｂ - 野村 南星 カンピオ－ネ

12：00 4Ｂ 成美 - 伏木 野村 定塚 4Ｃ 定塚Ｂ - 南星 戸出 カンピオ－ネ 12：00 6A 高岡西部Ａ - 氷見Ａ 成美 野村

12：20 4Ａ 野村 - 戸出 成美 伏木 4Ａ 定塚Ａ - カンピオ－ネ 定塚 南星 12：20 6C カンピオ－ネ - 成美 高岡西部 氷見

12：40 4Ｂ 氷見 - 成美 野村 戸出 4Ｃ プリメーラ - 定塚Ｂ 定塚 カンピオ－ネ 12：40 6C 南星 - プリメーラ カンピオ－ネ 氷見

13：00 4Ａ 定塚Ａ - 戸出 氷見 成美 4Ａ カンピオ－ネ - 野村 プリメーラ 定塚

13：20 4Ｂ 伏木 - 氷見 定塚 戸出 4Ｃ 南星 - プリメーラ カンピオ－ネ 野村 13：00

13：30 6B 万葉 - 高岡西部Ｂ 定塚 アズー

13：50 13：50 6B 伏木 - 戸出 万葉 高岡西部

14：20 5A プリメーラ - 定塚 南星 たかおか 5B 伏木Ｂ - 戸出 氷見 野村 14：10 6D 中田 - アズー 伏木 戸出

14：40 5C 氷見Ｂ - 南星 プリメーラ 定塚 5D 氷見Ａ - 伏木Ａ レオーネ 戸出 14：30 6D たかおか - 定塚 中田 アズー

15：00 5A カンピオ－ネ - プリメーラ 氷見 南星 5B レオーネ - 伏木Ｂ 野村 氷見 14：50 6B 万葉 - 伏木 たかおか 定塚

15：20 5C たかおか - 氷見Ｂ カンピオ－ネ プリメーラ 5D 野村 - 氷見Ａ 伏木 伏木 15：10 6B 高岡西部Ｂ - 戸出 万葉 伏木

15：40 5A 定塚 - カンピオ－ネ たかおか 氷見 5B 戸出 - レオーネ 伏木 伏木 15：30 6D 中田 - たかおか 高岡西部 戸出

16：00 5C 南星 - たかおか 定塚 カンピオ－ネ 5D 伏木Ａ - 野村 戸出 レオーネ 15：50 6D アズー - 定塚 中田 たかおか

16：20 6B 戸出 - 万葉 たかおか 中田 16：10 6B 高岡西部Ｂ - 伏木 アズー 定塚

16：40 6D 定塚 - 中田 戸出 万葉 16：40 6D アズー - たかおか 高岡西部 伏木

第３４回　高岡市少年フットサル大会（予選リーグ）

Ａピッチ Ｂピッチ Ｃピッチ

３Ａブロック+南星　ピッチ練習 ３Ｃブロック+氷見Ａ，Ｂ　ピッチ練習 ６Ａ，Ｃブロック　ピッチ練習

●　競技時間　　　３，４年生：７分-２分-７分　　　　　５，６年生：８分-２分-８分

４Ａブロック+定塚Ｂ　ピッチ練習 ４Ｂブロック＋南星、プリメーラ

６Ｂ，Ｄブロック　ピッチ練習

５Ａ，Ｃブロック　ピッチ練習 ５Ｂ，Ｄブロック　ピッチ練習

高岡市サッカー協会学童連盟（４種）


