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2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）　　　　　　　　　　　　2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）　　　　　　　　　　　　2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）

8人制　15－5－15　／　審判1人制（組合せ左側:前半主審）8人制　15－5－15　／　審判1人制（組合せ左側:前半主審）

第一会場：伝馬町小学校第一会場：伝馬町小学校第一会場：伝馬町小学校第一会場：伝馬町小学校第一会場：伝馬町小学校第一会場：伝馬町小学校第一会場：伝馬町小学校第一会場：伝馬町小学校
審　　判

試合 開始時間 対　戦　カ　ー　ド
審　　判

本　部
前　半 後　半

試合 開始時間 対　戦　カ　ー　ド
審　　判

本　部
前　半 後　半

試合 開始時間 対　戦　カ　ー　ド 本　部

1 服織 ＶＳ カワハラB 服織 カワハラB12:001 服織 ＶＳ カワハラB 服織 カワハラB12:001 服織 ＶＳ カワハラB 服織12:00
カワハラB

2 竜南A ＶＳ 伝馬 竜南A 伝馬12:40
カワハラB

2 竜南A ＶＳ 伝馬 竜南A 伝馬12:402 竜南A ＶＳ 伝馬 竜南A 伝馬12:40

3 竜南A ＶＳ カワハラB 竜南A カワハラB13:403 竜南A ＶＳ カワハラB 竜南A カワハラB13:403 竜南A ＶＳ カワハラB 竜南A カワハラB

伝馬
13:40

4 服織 ＶＳ 伝馬 服織 伝馬
伝馬

14:204 服織 ＶＳ 伝馬 服織 伝馬14:204 服織 ＶＳ 伝馬 服織 伝馬14:20

会場設営･準備11：00～会場設営･準備11：00～会場設営･準備11：00～会場設営･準備11：00～ 伝馬、服織、カワハラＢ会場設営･準備11：00～会場設営･準備11：00～会場設営･準備11：00～会場設営･準備11：00～ 伝馬、服織、カワハラＢ

設営責任者:設営責任者:設営責任者:設営責任者: 伝馬設営責任者:設営責任者:設営責任者:設営責任者: 伝馬設営責任者:設営責任者:設営責任者:設営責任者: 伝馬

石灰石灰石灰石灰: 服織、カワハラＢ石灰石灰石灰石灰: 服織、カワハラＢ

コーナーフラッグコーナーフラッグコーナーフラッグコーナーフラッグ: 伝馬コーナーフラッグコーナーフラッグコーナーフラッグコーナーフラッグ: 伝馬

ラインカー&メジャー:ラインカー&メジャー:ラインカー&メジャー:ラインカー&メジャー: 伝馬 集合時間ラインカー&メジャー:ラインカー&メジャー:ラインカー&メジャー:ラインカー&メジャー: 伝馬 集合時間

11:10

集合時間

11:10
スモールゴール運搬:スモールゴール運搬:スモールゴール運搬:スモールゴール運搬: 設営設営設営設営 なし

集合時間

11:10

昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く
スモールゴール運搬:スモールゴール運搬:スモールゴール運搬:スモールゴール運搬: 設営設営設営設営 なし

撤収撤収撤収撤収 なし

集合時間

11:10

昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く

食べて食べて食べて食べて
撤収撤収撤収撤収 なし

11:10

昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く

食べて食べて食べて食べて
撤収撤収撤収撤収 なし

11:10

昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く

食べて食べて食べて食べて

来てください来てください来てください来てください本部設営本部設営本部設営本部設営: カワハラＢ

昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く

食べて食べて食べて食べて

来てください来てください来てください来てください本部設営本部設営本部設営本部設営: カワハラＢ

食べて食べて食べて食べて

来てください来てください来てください来てください本部設営本部設営本部設営本部設営: カワハラＢ

食べて食べて食べて食べて

来てください来てください来てください来てください

本部結果報告：本部結果報告：本部結果報告：本部結果報告： 伝馬

来てください来てください来てください来てください

持ち物本部結果報告：本部結果報告：本部結果報告：本部結果報告： 伝馬 持ち物本部結果報告：本部結果報告：本部結果報告：本部結果報告： 伝馬 持ち物

サッカー用具
会場の撤収、グランド整備、トイレ清掃:会場の撤収、グランド整備、トイレ清掃:会場の撤収、グランド整備、トイレ清掃:会場の撤収、グランド整備、トイレ清掃:

持ち物

サッカー用具

帽子
会場の撤収、グランド整備、トイレ清掃:会場の撤収、グランド整備、トイレ清掃:会場の撤収、グランド整備、トイレ清掃:会場の撤収、グランド整備、トイレ清掃:

持ち物

サッカー用具

帽子
会場の撤収、グランド整備、トイレ清掃:会場の撤収、グランド整備、トイレ清掃:会場の撤収、グランド整備、トイレ清掃:会場の撤収、グランド整備、トイレ清掃:

服織、伝馬

持ち物

サッカー用具

帽子

水筒
服織、伝馬

サッカー用具

帽子

水筒

着替え

帽子

水筒

着替え注意事項注意事項注意事項注意事項

帽子

水筒

着替え注意事項注意事項注意事項注意事項

水筒

着替え

軽食※車両には、必ず車両所有者表示車両所有者表示車両所有者表示車両所有者表示をして下さい。

着替え

軽食※車両には、必ず車両所有者表示車両所有者表示車両所有者表示車両所有者表示をして下さい。

※雨天による試合の中止令は、連絡網で電話連絡されます。

着替え

軽食

上着※雨天による試合の中止令は、連絡網で電話連絡されます。

軽食

上着
●伝馬町小学校グランド使用について●伝馬町小学校グランド使用について●伝馬町小学校グランド使用について●伝馬町小学校グランド使用について

上着
●伝馬町小学校グランド使用について●伝馬町小学校グランド使用について●伝馬町小学校グランド使用について●伝馬町小学校グランド使用について

駐車場は、11時から使用開始で各チーム5台までとして下さい。駐車場は、11時から使用開始で各チーム5台までとして下さい。駐車場は、11時から使用開始で各チーム5台までとして下さい。駐車場は、11時から使用開始で各チーム5台までとして下さい。

上着

駐車場は、11時から使用開始で各チーム5台までとして下さい。駐車場は、11時から使用開始で各チーム5台までとして下さい。駐車場は、11時から使用開始で各チーム5台までとして下さい。駐車場は、11時から使用開始で各チーム5台までとして下さい。

上着

（車両表示を出して、誘導係の方の指示に従って下さい）（車両表示を出して、誘導係の方の指示に従って下さい）（車両表示を出して、誘導係の方の指示に従って下さい）（車両表示を出して、誘導係の方の指示に従って下さい）（車両表示を出して、誘導係の方の指示に従って下さい）（車両表示を出して、誘導係の方の指示に従って下さい）（車両表示を出して、誘導係の方の指示に従って下さい）（車両表示を出して、誘導係の方の指示に従って下さい）

校舎と校舎の間の中庭は、通行禁止です。校舎と校舎の間の中庭は、通行禁止です。校舎と校舎の間の中庭は、通行禁止です。校舎と校舎の間の中庭は、通行禁止です。校舎と校舎の間の中庭は、通行禁止です。校舎と校舎の間の中庭は、通行禁止です。校舎と校舎の間の中庭は、通行禁止です。校舎と校舎の間の中庭は、通行禁止です。

学校内は全面禁煙で、グランドの遊具は使用禁止です。学校内は全面禁煙で、グランドの遊具は使用禁止です。学校内は全面禁煙で、グランドの遊具は使用禁止です。学校内は全面禁煙で、グランドの遊具は使用禁止です。 村松 岡部 中澤学校内は全面禁煙で、グランドの遊具は使用禁止です。学校内は全面禁煙で、グランドの遊具は使用禁止です。学校内は全面禁煙で、グランドの遊具は使用禁止です。学校内は全面禁煙で、グランドの遊具は使用禁止です。 村松 岡部 中澤

トイレは、伝馬公園側（投的板裏）を利用して下さい。トイレは、伝馬公園側（投的板裏）を利用して下さい。トイレは、伝馬公園側（投的板裏）を利用して下さい。トイレは、伝馬公園側（投的板裏）を利用して下さい。 平林 日野 山本こトイレは、伝馬公園側（投的板裏）を利用して下さい。トイレは、伝馬公園側（投的板裏）を利用して下さい。トイレは、伝馬公園側（投的板裏）を利用して下さい。トイレは、伝馬公園側（投的板裏）を利用して下さい。 平林 日野 山本こ

SHIZUNAN　FC　牧野　090-8739-1411SHIZUNAN　FC　牧野　090-8739-1411SHIZUNAN　FC　牧野　090-8739-1411SHIZUNAN　FC　牧野　090-8739-1411 上西 寺田 川口SHIZUNAN　FC　牧野　090-8739-1411SHIZUNAN　FC　牧野　090-8739-1411SHIZUNAN　FC　牧野　090-8739-1411SHIZUNAN　FC　牧野　090-8739-1411 上西 寺田 川口
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2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）
U10　DIV３　日程表　　　＜第４節＞　　U10　DIV３　日程表　　　＜第４節＞　　U10　DIV３　日程表　　　＜第４節＞　　U10　DIV３　日程表　　　＜第４節＞　　

　　　　　　　　2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）　　　　　　　　2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）2011年11月26日（土）

8人制　15－5－15　／　審判1人制（組合せ左側:前半主審）8人制　15－5－15　／　審判1人制（組合せ左側:前半主審）

第一会場：狩野橋８人制第一会場：狩野橋８人制第一会場：狩野橋８人制第一会場：狩野橋８人制第一会場：狩野橋８人制第一会場：狩野橋８人制第一会場：狩野橋８人制第一会場：狩野橋８人制
審　　判

試合 開始時間 対　戦　カ　ー　ド
審　　判

本　部
前　半 後　半

試合 開始時間 対　戦　カ　ー　ド
審　　判

本　部
前　半 後　半

試合 開始時間 対　戦　カ　ー　ド 本　部

1 まちかど ＶＳ 竜南・Ｂ INOMIYA・B 竜南・Ｂ12:001 まちかど ＶＳ 竜南・Ｂ INOMIYA・B 竜南・Ｂ12:001 まちかど ＶＳ 竜南・Ｂ 竜南・Ｂ12:00
竜南・B

2 INOMIYA・A ＶＳ INOMIYA・B INOMIYA・A INOMIYA・B

竜南・B

12:402 INOMIYA・A ＶＳ INOMIYA・B INOMIYA・A INOMIYA・B12:402 ＶＳ INOMIYA・B12:40

3 INOMIYA・A ＶＳ  竜南・B INOMIYA・A  竜南・B13:403 INOMIYA・A ＶＳ  竜南・B INOMIYA・A  竜南・B13:403 INOMIYA・A ＶＳ  竜南・B INOMIYA・A  竜南・B13:40
INOMIYA・B

4 まちかど ｖｓ INOMIYA・B まちかど INOMIYA・B14:20

INOMIYA・B

4 まちかど ｖｓ INOMIYA・B まちかど INOMIYA・B14:204 まちかど ｖｓ INOMIYA・B まちかど INOMIYA・B14:20

　　　　　　　　　　　　 会場設営･準備11：50会場設営･準備11：50会場設営･準備11：50会場設営･準備11：50　　　　　　　　　　　　 会場設営･準備11：50会場設営･準備11：50会場設営･準備11：50会場設営･準備11：50

石灰石灰石灰石灰:石灰石灰石灰石灰: まちかど INOMIYA・B石灰石灰石灰石灰: まちかど INOMIYA・B

コーナーフラッグコーナーフラッグコーナーフラッグコーナーフラッグ: まちかど コーナーフラッグコーナーフラッグコーナーフラッグコーナーフラッグ: まちかど 

ラインカー&メジャー:ラインカー&メジャー:ラインカー&メジャー:ラインカー&メジャー: INOMIYA・A  竜南・Bラインカー&メジャー:ラインカー&メジャー:ラインカー&メジャー:ラインカー&メジャー: INOMIYA・A  竜南・B

組み立て式ゴール運搬:組み立て式ゴール運搬:組み立て式ゴール運搬:組み立て式ゴール運搬: 無し無し無し無し 集合時間組み立て式ゴール運搬:組み立て式ゴール運搬:組み立て式ゴール運搬:組み立て式ゴール運搬: 無し無し無し無し 集合時間

10：30
集合時間

10：30
集合時間

10：30
昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く本部設営本部設営本部設営本部設営:

集合時間

10：30
昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く本部設営本部設営本部設営本部設営: 竜南Ｂ

10：30
昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く本部設営本部設営本部設営本部設営: 竜南Ｂ

10：30
昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く

食べて食べて食べて食べて
本部結果報告：本部結果報告：本部結果報告：本部結果報告：

昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く昼食は軽く

食べて食べて食べて食べて

来てください来てください来てください来てください本部結果報告：本部結果報告：本部結果報告：本部結果報告： INOMIYA・B

食べて食べて食べて食べて

来てください来てください来てください来てください本部結果報告：本部結果報告：本部結果報告：本部結果報告： INOMIYA・B

食べて食べて食べて食べて

来てください来てください来てください来てください

　　　 会場の撤収、グランド整備：　　　　 会場の撤収、グランド整備：　　　　 会場の撤収、グランド整備：　　　　 会場の撤収、グランド整備：　

食べて食べて食べて食べて

来てください来てください来てください来てください

持ち物　　　 会場の撤収、グランド整備：　　　　 会場の撤収、グランド整備：　　　　 会場の撤収、グランド整備：　　　　 会場の撤収、グランド整備：　

来てください来てください来てください来てください

持ち物　　　 会場の撤収、グランド整備：　　　　 会場の撤収、グランド整備：　　　　 会場の撤収、グランド整備：　　　　 会場の撤収、グランド整備：　

来てください来てください来てください来てください

持ち物

サッカー用具　　　 トイレ清掃：最終戦勝利チーム　　　 トイレ清掃：最終戦勝利チーム　　　 トイレ清掃：最終戦勝利チーム　　　 トイレ清掃：最終戦勝利チーム

持ち物

サッカー用具

帽子
　　　 トイレ清掃：最終戦勝利チーム　　　 トイレ清掃：最終戦勝利チーム　　　 トイレ清掃：最終戦勝利チーム　　　 トイレ清掃：最終戦勝利チーム

持ち物

サッカー用具

帽子
　　　 トイレ清掃：最終戦勝利チーム　　　 トイレ清掃：最終戦勝利チーム　　　 トイレ清掃：最終戦勝利チーム　　　 トイレ清掃：最終戦勝利チーム

持ち物

サッカー用具

帽子

水筒　　　 結果報告：INOMIYA・B　　　 結果報告：INOMIYA・B　　　 結果報告：INOMIYA・B　　　 結果報告：INOMIYA・B

サッカー用具

帽子

水筒　　　 結果報告：INOMIYA・B　　　 結果報告：INOMIYA・B　　　 結果報告：INOMIYA・B　　　 結果報告：INOMIYA・B

帽子

水筒　　　 結果報告：INOMIYA・B　　　 結果報告：INOMIYA・B　　　 結果報告：INOMIYA・B　　　 結果報告：INOMIYA・B
注意事項注意事項注意事項注意事項

帽子

水筒
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着替え

軽食※車両には、必ず車両所有者表示車両所有者表示車両所有者表示車両所有者表示をして下さい。

着替え

軽食※車両には、必ず車両所有者表示車両所有者表示車両所有者表示車両所有者表示をして下さい。

※雨天による試合の中止令は、電話連絡されます。
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軽食

上着※雨天による試合の中止令は、電話連絡されます。
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●狩野橋グランド使用について●狩野橋グランド使用について●狩野橋グランド使用について●狩野橋グランド使用について
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●狩野橋グランド使用について●狩野橋グランド使用について●狩野橋グランド使用について●狩野橋グランド使用について
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買い物に行く際は、堤防にある階段を下り、そこから住宅の間を通ること。買い物に行く際は、堤防にある階段を下り、そこから住宅の間を通ること。買い物に行く際は、堤防にある階段を下り、そこから住宅の間を通ること。買い物に行く際は、堤防にある階段を下り、そこから住宅の間を通ること。買い物に行く際は、堤防にある階段を下り、そこから住宅の間を通ること。買い物に行く際は、堤防にある階段を下り、そこから住宅の間を通ること。買い物に行く際は、堤防にある階段を下り、そこから住宅の間を通ること。買い物に行く際は、堤防にある階段を下り、そこから住宅の間を通ること。

他人の家の駐車場または庭を横切らないこと。他人の家の駐車場または庭を横切らないこと。他人の家の駐車場または庭を横切らないこと。他人の家の駐車場または庭を横切らないこと。 小笠原 富田 小池他人の家の駐車場または庭を横切らないこと。他人の家の駐車場または庭を横切らないこと。他人の家の駐車場または庭を横切らないこと。他人の家の駐車場または庭を横切らないこと。 小笠原 富田 小池
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