
(第1会場)

試合結果報告： セユーズ

試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp
左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審

基本3人制
1名しか出せない場合は、前日までに相手チームに連絡し、

合意した方法で実施頂くようお願い致します。

No 開始時間 本　部

1 9:00 ３ｖｓ４ Ｔ＆Ｔ vs SENA

2 9:40 ５ｖｓ７ 東源台・西豊田 vs 南部

3 10:20 ６ｖｓ８ セユーズ vs SJ

4 11:00 ＦＭ Ｔ＆Ｔ SENA

5 11:40 ８ｖｓ５ SJ vs 東源台・西豊田

6 12:20 ７ｖｓ６ 南部 vs セユーズ

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 南部 ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 セユーズ 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

南部 Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
セユーズ  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。

SJ ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは
東源台・西豊田 できません。

●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

南部 ボールが入らないように注意のこと。     
セユーズ ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 SENA ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

(第2会場)

試合結果報告： SWJ
試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp
左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審

基本3人制
1名しか出せない場合は、前日までに相手チームに連絡し、

合意した方法で実施頂くようお願い致します。

No 開始時間 本　部

1 9:00 １０ｖｓ１ 安倍口足久保 vs 東豊田

2 9:40 ９ｖｓ２ ジョガドールB vs SWJ

3 10:40 １ｖｓ９ 東豊田 vs ジョガドールB

4 11:20 ２ｖｓ１０ SWJ vs 安倍口足久保

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 SWJ ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 安倍口足久保 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

SWJ Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
安倍口足久保  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。

東豊田 ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは
ジョガドールB できません。

●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

SWJ ボールが入らないように注意のこと。     
安倍口足久保 ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 東豊田 ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

※詳細は、大会要項および「201７静岡地区少年少女サッカー運営の手引き」を参照して下さい。

※雨天中止等の連絡は、午前7時までに致します。

※車はチーム名・所有者名を表示をお願いします。

※ごみは各チームで持ち帰って下さい。

※タバコを吸われる方は、ルールとマナーを守りましょう。

※サッカーができることすべてに対するリスペクトを持ちましょう！！

対 戦 カ ー ド

片付け

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

コーナー
フラッグ

SWJ

試合方法：

期  日： 平成30年9月30日(日)

場  所：

南部

東豊田

SWJ

グランド
設営

石灰

安倍口C

8人制 15-5-15

試合方法： 8人制 15-5-15

片付け

石灰

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

コーナー
フラッグ

審判：

≪2018  U10  ＤＩＶ３  後期リーグ戦  第２節≫

対 戦 カ ー ド

SENA

セユーズ

グランド
設営

期  日： 平成30年9月30日(日)

場  所： 安倍口B 審判：

U10 Div3後期リーグ幹事

南部SSS 青井

携帯：080-3614-6133
shiz_nanbusss@yahoo.co.jp

倉庫移転して

います。(団

地23棟と24

棟の間辺りで

す)

倉庫移転して

います。(団

地23棟と24

棟の間辺りで

す)
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(第1会場)

試合結果報告： 東源台・西豊田

試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp

左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審
(1人制希望の場合は試合前に相手ﾁｰﾑとご相談下さい)

No 開始時間 本　部

1 9:00 ９ｖｓ１０ ジョガドールB vs 安倍口足久保

2 9:40 ２ｖｓ６ SWJ vs セユーズ

3 10:20 １ｖｓ５ 東豊田 vs 東源台・西豊田

4 11:00 ＦＭ ジョガドールB 安倍口足久保

5 11:40 ６ｖｓ１ セユーズ vs 東豊田

6 12:20 ５ｖｓ２ 東源台・西豊田 vs SWJ

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 東源台・西豊田 ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 SWJ 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

東源台・西豊田 Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
SWJ  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。

セユーズ ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは
東豊田 できません。

●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

東源台・西豊田 ボールが入らないように注意のこと。     
SWJ ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 安倍口足久保 ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

(第2会場)

試合結果報告： 南部
試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp

左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審
(1人制希望の場合は試合前に相手ﾁｰﾑとご相談下さい)

No 開始時間 本　部

1 9:00 ３ｖｓ７ Ｔ＆Ｔ vs 南部

2 9:40 ４ｖｓ８ SENA vs SJ

3 10:40 ８ｖｓ３ SJ vs Ｔ＆Ｔ

4 11:20 ７ｖｓ４ 南部 vs SENA

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 南部 ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 SENA 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

南部 Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
SENA  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。
SJ ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは

Ｔ＆Ｔ できません。
●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

南部 ボールが入らないように注意のこと。     
SENA ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 Ｔ＆Ｔ ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

※詳細は、大会要項および「201７静岡地区少年少女サッカー運営の手引き」を参照して下さい。

※雨天中止等の連絡は、午前7時までに致します。

※車はチーム名・所有者名を表示をお願いします。

※ごみは各チームで持ち帰って下さい。

※タバコを吸われる方は、ルールとマナーを守りましょう。

※サッカーができることすべてに対するリスペクトを持ちましょう！！

コーナー
フラッグ

南部

片付け

グランド
設営

石灰

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

南部

片付け

期  日： 平成30年10月14日(日)

場  所： 安倍口C

試合方法： 8人制 15-5-15 審判：

対 戦 カ ー ド

Ｔ＆Ｔ

コーナー
フラッグ

東源台・西豊田

対 戦 カ ー ド

安倍口足久保

東源台・西豊田

グランド
設営

石灰

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

試合方法： 8人制 15-5-15 審判：

≪2018  U10  ＤＩＶ３  後期リーグ戦  第３節≫

期  日： 平成30年10月14日(日)

場  所： 安倍口B

U10 Div3後期リーグ幹事

南部SSS 青井

携帯：080-3614-6133
shiz_nanbusss@yahoo.co.jp

倉庫移転して

います。(団

地23棟と24

棟の間辺りで

す)

倉庫移転して

います。(団

地23棟と24

棟の間辺りで

す)
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(第1会場)

試合結果報告： 東源台・西豊田

試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp
左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審

基本3人制
1名しか出せない場合は、前日までに相手チームに連絡し、

合意した方法で実施頂くようお願い致します。

No 開始時間 本　部

1 9:00 ９ｖｓ１０ ジョガドールB vs 安倍口足久保

2 9:40 ２ｖｓ６ SWJ vs セユーズ

3 10:20 １ｖｓ５ 東豊田 vs 東源台・西豊田

4 11:00 ＦＭ ジョガドールB 安倍口足久保

5 11:40 ６ｖｓ１ セユーズ vs 東豊田

6 12:20 ５ｖｓ２ 東源台・西豊田 vs SWJ

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 東源台・西豊田 ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 SWJ 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

東源台・西豊田 Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
SWJ  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。

セユーズ ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは
東豊田 できません。

●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

東源台・西豊田 ボールが入らないように注意のこと。     
SWJ ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 安倍口足久保 ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

(第2会場)

試合結果報告： ジョガドールB
試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp
左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審

基本3人制
1名しか出せない場合は、前日までに相手チームに連絡し、

合意した方法で実施頂くようお願い致します。

No 開始時間 本　部

1 9:00 ３ｖｓ７ Ｔ＆Ｔ vs 南部

2 9:40 ４ｖｓ８ SENA vs SJ

3 10:40 ８ｖｓ３ SJ vs Ｔ＆Ｔ

4 11:20 ７ｖｓ４ 南部 vs SENA

5 12:00
９ｖｓ３

(第5節から移動) ジョガドールB vs Ｔ＆Ｔ

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 ジョガドールB ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 Ｔ＆Ｔ 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

ジョガドールB Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
Ｔ＆Ｔ  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。
南部 ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは
SENA できません。

●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

ジョガドールB ボールが入らないように注意のこと。     
Ｔ＆Ｔ ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 Ｔ＆Ｔ ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

※詳細は、大会要項および「201７静岡地区少年少女サッカー運営の手引き」を参照して下さい。

※雨天中止等の連絡は、午前7時までに致します。

※車はチーム名・所有者名を表示をお願いします。

※ごみは各チームで持ち帰って下さい。

※タバコを吸われる方は、ルールとマナーを守りましょう。

※サッカーができることすべてに対するリスペクトを持ちましょう！！

対 戦 カ ー ド

片付け

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

コーナー
フラッグ

ジョガドールB

試合方法：

期  日： 平成30年10月14日(日)

場  所：

東源台・西豊田

Ｔ＆Ｔ

グランド
設営

石灰

ジョガドールB

安倍口C

8人制 15-5-15

試合方法： 8人制 15-5-15

片付け

石灰

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

コーナー
フラッグ

審判：

【変更①】≪2018  U10  ＤＩＶ３  後期リーグ戦  第３節≫

対 戦 カ ー ド

安倍口足久保

東源台・西豊田

グランド
設営

期  日： 平成30年10月14日(日)

場  所： 安倍口B 審判：

U10 Div3後期リーグ幹事

南部SSS 青井

携帯：080-3614-6133
shiz_nanbusss@yahoo.co.jp
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(第1会場)

試合結果報告： ジョガドールB

試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp

左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審
(1人制希望の場合は試合前に相手ﾁｰﾑとご相談下さい)

No 開始時間 本　部

1 9:00 ７ｖｓ８ 南部 vs SJ

2 9:40 ６ｖｓ１０ セユーズ vs 安倍口足久保

3 10:20 ５ｖｓ９ 東源台・西豊田 vs ジョガドールB

4 11:00 ＦＭ 南部 SJ

5 11:40 １０ｖｓ５ 安倍口足久保 vs 東源台・西豊田

6 12:20 ９ｖｓ６ ジョガドールB vs セユーズ

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 ジョガドールB ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 セユーズ 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

ジョガドールB Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
セユーズ  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。

安倍口足久保 ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは
東源台・西豊田 できません。

●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

ジョガドールB ボールが入らないように注意のこと。     
セユーズ ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 南部 ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

(第2会場)

試合結果報告： SWJ
試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp

左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審
(1人制希望の場合は試合前に相手ﾁｰﾑとご相談下さい)

No 開始時間 本　部

1 9:00 １ｖｓ３ 東豊田 vs Ｔ＆Ｔ

2 9:40 ２ｖｓ４ SWJ vs SENA

3 10:40 ４ｖｓ１ SENA vs 東豊田

4 11:20 ３ｖｓ２ Ｔ＆Ｔ vs SWJ

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 Ｔ＆Ｔ ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 SWJ 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

Ｔ＆Ｔ Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
SWJ  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。
SENA ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは
東豊田 できません。

●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

Ｔ＆Ｔ ボールが入らないように注意のこと。     
SWJ ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 Ｔ＆Ｔ ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

※詳細は、大会要項および「201７静岡地区少年少女サッカー運営の手引き」を参照して下さい。

※雨天中止等の連絡は、午前7時までに致します。

※車はチーム名・所有者名を表示をお願いします。

※ごみは各チームで持ち帰って下さい。

※タバコを吸われる方は、ルールとマナーを守りましょう。

※サッカーができることすべてに対するリスペクトを持ちましょう！！

対 戦 カ ー ド

審判：

審判：

片付け

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

コーナー
フラッグ

Ｔ＆Ｔ

試合方法：

期  日： 平成30年11月25日(日)

場  所：

ジョガドールB

Ｔ＆Ｔ

SWJ

グランド
設営

石灰

安倍口C

8人制 15-5-15

試合方法： 8人制 15-5-15

片付け

石灰

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

コーナー
フラッグ

≪2018  U10  ＤＩＶ３  後期リーグ戦  第４節≫

対 戦 カ ー ド

南部

ジョガドールB

グランド
設営

期  日： 平成30年11月25日(日)

場  所： 安倍口B

U10 Div3後期リーグ幹事

南部SSS 青井

携帯：080-3614-6133
shiz_nanbusss@yahoo.co.jp

倉庫移転して

います。(団

地23棟と24

棟の間辺りで

す)

倉庫移転して

います。(団

地23棟と24

棟の間辺りで

す)
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(第1会場)

試合結果報告： ジョガドールB

試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp
左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審

基本3人制
1名しか出せない場合は、前日までに相手チームに連絡し、

合意した方法で実施頂くようお願い致します。

No 開始時間 本　部

1 9:00 ７ｖｓ８ 南部 vs SJ

2 9:40 ６ｖｓ１０ セユーズ vs 安倍口足久保

3 10:20 ５ｖｓ９ 東源台・西豊田 vs ジョガドールB

4 11:00 ＦＭ 南部 SJ

5 11:40 １０ｖｓ５ 安倍口足久保 vs 東源台・西豊田

6 12:20 ９ｖｓ６ ジョガドールB vs セユーズ

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 ジョガドールB ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 セユーズ 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

ジョガドールB Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
セユーズ  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。

安倍口足久保 ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは
東源台・西豊田 できません。

●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

ジョガドールB ボールが入らないように注意のこと。     
セユーズ ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 南部 ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

(第2会場)

試合結果報告： Ｔ＆Ｔ
試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp
左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審

基本3人制
1名しか出せない場合は、前日までに相手チームに連絡し、

合意した方法で実施頂くようお願い致します。

No 開始時間 本　部

1 9:00
４ｖｓ９

(第5節から移動) SENA vs ジョガドールB

2 9:40 １ｖｓ３ 東豊田 vs Ｔ＆Ｔ

3 10:40 ２ｖｓ４ SWJ vs SENA

4 11:20 ４ｖｓ１ SENA vs 東豊田

5 12:00 ３ｖｓ２ Ｔ＆Ｔ vs SWJ

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 Ｔ＆Ｔ ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 SWJ 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

Ｔ＆Ｔ Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
SWJ  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。
SENA ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは
東豊田 できません。

●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

Ｔ＆Ｔ ボールが入らないように注意のこと。     
SWJ ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 SENA ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

※詳細は、大会要項および「201７静岡地区少年少女サッカー運営の手引き」を参照して下さい。

※雨天中止等の連絡は、午前7時までに致します。

※車はチーム名・所有者名を表示をお願いします。

※ごみは各チームで持ち帰って下さい。

※タバコを吸われる方は、ルールとマナーを守りましょう。

※サッカーができることすべてに対するリスペクトを持ちましょう！！

コーナー
フラッグ

Ｔ＆Ｔ

片付け

Ｔ＆Ｔ

グランド
設営

石灰

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

試合方法： 8人制 15-5-15

対 戦 カ ー ド

SENA

片付け

期  日： 平成30年11月25日(日)

場  所： 安倍口C

コーナー
フラッグ

ジョガドールB

審判：

対 戦 カ ー ド

南部

ジョガドールB

グランド
設営

石灰

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

試合方法： 8人制 15-5-15

【変更①】≪2018  U10  ＤＩＶ３  後期リーグ戦  第４節≫

期  日： 平成30年11月25日(日)

場  所： 安倍口B 審判：

U10 Div3後期リーグ幹事

南部SSS 青井

携帯：080-3614-6133
shiz_nanbusss@yahoo.co.jp
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います。(団

地23棟と24

棟の間辺りで

す)

倉庫移転して

います。(団

地23棟と24

棟の間辺りで

す)
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(第1会場)

試合結果報告： SJ

試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp

左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審
(1人制希望の場合は試合前に相手ﾁｰﾑとご相談下さい)

No 開始時間 本　部

1 9:00 ５ｖｓ６ 東源台・西豊田 vs セユーズ

2 9:40 ２ｖｓ８ SWJ vs SJ

3 10:20 １ｖｓ７ 東豊田 vs 南部

4 11:00 ＦＭ 東源台・西豊田 セユーズ

5 11:40 ７ｖｓ２ 南部 vs SWJ

6 12:20 ８ｖｓ１ SJ vs 東豊田

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 SJ ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 東豊田 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

SJ Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
東豊田  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。
南部 ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは
SWJ できません。

●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

SJ ボールが入らないように注意のこと。     
東豊田 ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 東源台・西豊田 ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

(第2会場)

試合結果報告： SENA
試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp

左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審
(1人制希望の場合は試合前に相手ﾁｰﾑとご相談下さい)

No 開始時間 本　部

1 9:00 ３ｖｓ１０ Ｔ＆Ｔ vs 安倍口足久保

2 9:40 ４ｖｓ９ SENA vs ジョガドールB

3 10:40 ９ｖｓ３ ジョガドールB vs Ｔ＆Ｔ

4 11:20 １０ｖｓ４ 安倍口足久保 vs SENA

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 安倍口足久保 ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 SENA 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

安倍口足久保 Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
SENA  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。

ジョガドールB ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは
Ｔ＆Ｔ できません。

●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

安倍口足久保 ボールが入らないように注意のこと。     
SENA ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 安倍口足久保 ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

※詳細は、大会要項および「201７静岡地区少年少女サッカー運営の手引き」を参照して下さい。

※雨天中止等の連絡は、午前7時までに致します。

※車はチーム名・所有者名を表示をお願いします。

※ごみは各チームで持ち帰って下さい。

※タバコを吸われる方は、ルールとマナーを守りましょう。

※サッカーができることすべてに対するリスペクトを持ちましょう！！

対 戦 カ ー ド

審判：

審判：

片付け

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

コーナー
フラッグ

安倍口足久保

試合方法：

期  日： 平成30年12月1日(土)

場  所：

SJ

安倍口足久保

SENA

グランド
設営

石灰

安倍口C

8人制 15-5-15

試合方法： 8人制 15-5-15

片付け

石灰

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

コーナー
フラッグ

≪2018  U10  ＤＩＶ３  後期リーグ戦  第５節≫

対 戦 カ ー ド

東源台・西豊田

SJ

グランド
設営

期  日： 平成30年12月1日(土)

場  所： 安倍口B

U10 Div3後期リーグ幹事

南部SSS 青井

携帯：080-3614-6133
shiz_nanbusss@yahoo.co.jp

倉庫移転して

います。(団

地23棟と24

棟の間辺りで

す)

倉庫移転して

います。(団

地23棟と24

棟の間辺りで

す)
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(第1会場)

試合結果報告： SJ

試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp
左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審

基本3人制
1名しか出せない場合は、前日までに相手チームに連絡し、

合意した方法で実施頂くようお願い致します。

No 開始時間 本　部

1 9:00 ５ｖｓ６ 東源台・西豊田 vs セユーズ

2 9:40 ２ｖｓ８ SWJ vs SJ

3 10:20 １ｖｓ７ 東豊田 vs 南部

4 11:00 ＦＭ 東源台・西豊田 セユーズ

5 11:40 ７ｖｓ２ 南部 vs SWJ

6 12:20 ８ｖｓ１ SJ vs 東豊田

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 SJ ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 東豊田 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

SJ Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
東豊田  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。
南部 ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは
SWJ できません。

●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

SJ ボールが入らないように注意のこと。     
東豊田 ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 東源台・西豊田 ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

(第2会場)

試合結果報告： 安倍口足久保
試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp
左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審

基本3人制
1名しか出せない場合は、前日までに相手チームに連絡し、

合意した方法で実施頂くようお願い致します。

No 開始時間 本　部

1 9:00 ３ｖｓ１０ Ｔ＆Ｔ vs 安倍口足久保

2 10:00 １０ｖｓ４ 安倍口足久保 vs SENA

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 安倍口足久保 ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 SENA 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

安倍口足久保 Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
SENA  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。

Ｔ＆Ｔ ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは
安倍口足久保 できません。

●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

安倍口足久保 ボールが入らないように注意のこと。     
SENA ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 安倍口足久保 ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

※詳細は、大会要項および「201７静岡地区少年少女サッカー運営の手引き」を参照して下さい。

※雨天中止等の連絡は、午前7時までに致します。

※車はチーム名・所有者名を表示をお願いします。

※ごみは各チームで持ち帰って下さい。

※タバコを吸われる方は、ルールとマナーを守りましょう。

※サッカーができることすべてに対するリスペクトを持ちましょう！！

審判：

コーナー
フラッグ

安倍口足久保

片付け

グランド
設営

石灰

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

片付け

期  日： 平成30年12月1日(土)

場  所： 安倍口C

試合方法： 8人制 15-5-15

対 戦 カ ー ド

安倍口足久保

コーナー
フラッグ

SJ

対 戦 カ ー ド

東源台・西豊田

SJ

グランド
設営

石灰

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

試合方法： 8人制 15-5-15

【変案①】≪2018  U10  ＤＩＶ３  後期リーグ戦  第５節≫

期  日： 平成30年12月1日(土)

場  所： 安倍口B 審判：

U10 Div3後期リーグ幹事

南部SSS 青井

携帯：080-3614-6133
shiz_nanbusss@yahoo.co.jp

倉庫移転して

います。(団

地23棟と24

棟の間辺りで

す)

倉庫移転して

います。(団

地23棟と24
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(第1会場)

試合結果報告： 0

試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp
左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審

基本3人制
1名しか出せない場合は、前日までに相手チームに連絡し、

合意した方法で実施頂くようお願い致します。

No 開始時間 本　部

1 9:00 ５ｖｓ６ 0:00 vs 0:00

2 9:40 ２ｖｓ８ 0:00 vs 0:00

3 10:20 １ｖｓ７ 0:00 vs 0:00

4 11:00 ＦＭ 0:00 0:00

5 11:40 ７ｖｓ２ 0:00 vs 0:00

6 12:20 ８ｖｓ１ 0:00 vs 0:00

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 0:00 ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 0:00 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

0:00 Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
0:00  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。
0:00 ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは
0:00 できません。

●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

0:00 ボールが入らないように注意のこと。     
0:00 ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 0 ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

(第2会場)

試合結果報告： 0:00
試合結果報告先： resultsoccer@yahoo.co.jp
左：前半主審、後半副審　右：前半副審、後半主審

基本3人制
1名しか出せない場合は、前日までに相手チームに連絡し、

合意した方法で実施頂くようお願い致します。

No 開始時間 本　部

1 9:00 ３ｖｓ１０ 0:00 vs 0:00

2 9:40 ４ｖｓ９ 0:00 vs 0:00

3 10:40 ９ｖｓ３ 0:00 vs 0:00

4 11:20 １０ｖｓ４ 0:00 vs 0:00

全チーム1名以上 ＊注意事項
1時間前の集合です ●安倍口団地内の走行速度は20km以下でお願いします。

ゴール運搬 0:00 ●各チーム車両2台まで荷物車としてチームテント横に
ゴール撤収 0:00 　駐車可能。残りの車両(ただし各チーム5台まで)は

0:00 Aコート南側（グランド入口）に駐車のこと。
0:00  その先へは通行も不可。移動の際には最徐行とする。
0:00 ●出入口が狭い為、1度入った車は9：30まで出ることは
0:00 できません。

●トイレは簡易トイレを使用。団地内の水道は使用禁止。
●Aコート南側グランドゴルフ内は立入禁止。

0:00 ボールが入らないように注意のこと。     
0:00 ●近隣施設への駐車は禁止です。

トイレ清掃 最終試合勝者 ●団地内の水道は絶対に使用しないこと。
大会運営書 0:00 ●美和児童館を未就学児が使用する場合は保護者付き添い要。

※詳細は、大会要項および「201７静岡地区少年少女サッカー運営の手引き」を参照して下さい。

※雨天中止等の連絡は、午前7時までに致します。

※車はチーム名・所有者名を表示をお願いします。

※ごみは各チームで持ち帰って下さい。

※タバコを吸われる方は、ルールとマナーを守りましょう。

※サッカーができることすべてに対するリスペクトを持ちましょう！！

審判：

コーナー
フラッグ

0:00

片付け

グランド
設営

石灰

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

0:00

片付け

期  日： 平成31年2月2日(土)

場  所： 安倍口C

試合方法： 8人制 15-5-15

対 戦 カ ー ド

0:00

コーナー
フラッグ

0:00

対 戦 カ ー ド

0

0

グランド
設営

石灰

ﾗｲﾝｶｰ・ﾒｼﾞｬｰ

試合方法： 8人制 15-5-15

≪2018  U10  ＤＩＶ３  後期リーグ戦  第　節≫

期  日：

場  所： 安倍口B

平成31年2月2日(土)

審判：

U10 Div3後期リーグ幹事

南部SSS 青井

携帯：080-3614-6133
shiz_nanbusss@yahoo.co.jp

mailto:resultsoccer@yahoo.co.jp
mailto:shizuoka.m.sc@ma.tnc.ne.jp

