
第一節　　5月19日（日）<予備日 未定>　会場：音金フットサル場

① 9:00 エンデバー VS 梅郷 清水台①

② 9:30 清水台①  VS フォルテ② エンデバー

③ 10:00 清水台②  VS 福田 フォルテ②

④ 10:30 梅郷   VS  フォルテ② 福田

⑤ 11:00 エンデバー   VS  福田 梅郷

⑥ 11:30 清水台①   VS  フォルテ① エンデバー

⑦ 12:00 フォルテ②   VS  福田 フォルテ①

⑧ 12:30 梅郷   VS  フォルテ① 福田

⑨ 13:00 エンデバー   VS  清水台② 梅郷

⑩ 13:30 福田   VS  フォルテ① 清水台②

☆大会運営について

・6人制フットサル ・ボールは主催者が用意したボールを使用

・試合時間　7分ー2分ー7分 　 ・ユニホームが同色の場合はビブスも可。

・審判は1人制 ・競技ルールは市内大会用に準備したルール（別紙参照）

・車の駐車は、1チーム当たり、5台でお願いします。 ・スパイク不可

・会場は、音頭金属さんからお借りしています。マナーを守りご使用お願いします。 ・喫煙は、車内でお願いします。

音頭金属フットサル場（野田市蕃昌355番地）

対　戦　カ　ー　ドNo. Kick Off

1面
審判



第二節　　6月16日（日） <予備日 未定〉　会場：音金フットサル場

① 9:00 フォルテ②   VS  清水台② 梅郷

② 9:30 梅郷   VS  清水台① フォルテ②

③ 10:00 フォルテ①   VS  清水台② エンデバー

④ 10:30 福田   VS  清水台① フォルテ①

⑤ 11:00 フォルテ②   VS  エンデバー 福田

⑥ 11:30 清水台②   VS  清水台① フォルテ②

⑦ 12:00 フォルテ①   VS  エンデバー 清水台②

⑧ 12:30 福田   VS  梅郷 清水台①

⑨ 13:00 清水台①   VS  エンデバー 福田

⑩ 13:30 清水台②   VS  梅郷 エンデバー

⑪ 14:00 フォルテ①   VS  フォルテ② 梅郷

☆大会運営について

・6人制フットサル

・試合時間　7分ー2分ー7分 ・ボールは主催者が用意したボールを使用

・審判は1人制 ・ユニホームが同色の場合はビブスも可。

・車の駐車は、1チーム当たり、5台でお願いします。 ・競技ルールは市内大会用に準備したルール（別紙参照）

・スパイク不可

・会場は、音頭金属さんからお借りしています。マナーを守りご使用お願いします。 ・喫煙は、車内でお願いします。

音頭金属フットサル場（野田市蕃昌355番地）

No. Kick Off

1面
審判対　戦　カ　ー　ド



第三節　9月15日（日） <予備日　未定〉会場：音頭金属フットサル場

① 9:00 エンデバー VS 梅郷 清水台①

② 9:30 清水台①  VS フォルテ② エンデバー

③ 10:00 清水台②  VS 福田 フォルテ②

④ 10:30 梅郷   VS  フォルテ② 福田

⑤ 11:00 エンデバー   VS  福田 梅郷

⑥ 11:30 清水台①   VS  フォルテ① エンデバー

⑦ 12:00 フォルテ②   VS  福田 フォルテ①

⑧ 12:30 梅郷   VS  フォルテ① 福田

⑨ 13:00 エンデバー   VS  清水台② 梅郷

⑩ 13:30 福田   VS  フォルテ① 清水台②

☆大会運営について

・6人制フットサル ・喫煙は、車内でお願いします。

・試合時間　7分ー2分ー7分

・審判は1人制

・車の駐車は、1チーム当たり、5台でお願いします。

・スパイク不可

・会場は、音頭金属さんからお借りしています。マナーを守りご使用お願いします。

試合終了後、閉会式・表彰式を行います。（日程調整）

　 ・日程が変更となった場合は全日程が終了した日

表彰： 優勝 ・レイソル賞持ち回りカップ・トロフィー

準優勝 ・準レイソル賞・トロフィー

第三位 ・豆っ子賞・トロフィー

参加賞 ・賞品

優秀選手賞 ・各チーム1名

＊成績1位、2位、3位のチームはレイソルが主催する決勝大会に参加できる。

No. Kick Off

1面
審判対　戦　カ　ー　ド

音頭金属フットサル場（野田市蕃昌355番地）



第四節　10月20日（日） <予備日　未定〉会場：音頭金属フットサル場

① 9:00 フォルテ②   VS  清水台② 梅郷

② 9:30 梅郷   VS  清水台① フォルテ②

③ 10:00 フォルテ①   VS  清水台② エンデバー

④ 10:30 福田   VS  清水台① フォルテ①

⑤ 11:00 フォルテ②   VS  エンデバー 福田

⑥ 11:30 清水台②   VS  清水台① フォルテ②

⑦ 12:00 フォルテ①   VS  エンデバー 清水台②

⑧ 12:30 福田   VS  梅郷 清水台①

⑨ 13:00 清水台①   VS  エンデバー 福田

⑩ 13:30 清水台②   VS  梅郷 エンデバー

⑪ 14:00 フォルテ①   VS  フォルテ② 梅郷

☆大会運営について

・6人制フットサル ・喫煙は、車内でお願いします。

・試合時間　7分ー2分ー7分

・審判は1人制

・車の駐車は、1チーム当たり、5台でお願いします。

・スパイク不可

・会場は、音頭金属さんからお借りしています。マナーを守りご使用お願いします。

10月20日（日）試合終了後、閉会式・表彰式を行います。

　 ・日程が変更となった場合は全日程が終了した日

表彰： 優勝 ・レイソル賞持ち回りカップ・トロフィー

準優勝 ・準レイソル賞・トロフィー

第三位 ・豆っ子賞・トロフィー

参加賞 ・賞品

優秀選手賞 ・各チーム1名

＊成績1位、2位、3位のチームはレイソルが主催する決勝大会に参加できる。

音頭金属フットサル場（野田市蕃昌355番地）

No. Kick Off

1面
審判対　戦　カ　ー　ド



・第1.2節

勝点 得点 失点 得失点 順位勝 負 引清水台①

福田

エンデバー

清水台①

清水台②

フォルテ①

フォルテ②

梅郷

清水台② 梅郷 福田 エンデバーフォルテ① フォルテ②



・第3,4節

清水台① 清水台② フォルテ① フォルテ② 梅郷 福田 エンデバー 勝 負 引 勝点 得点 失点 得失点 順位

清水台①

清水台②

フォルテ①

フォルテ②

梅郷

福田

エンデバー



・総合

清水台① 清水台② フォルテ① フォルテ② 梅郷 福田 エンデバー 勝 負 引 勝点 得点 失点 得失点 順位

清水台①

清水台②

フォルテ①

フォルテ②

梅郷

福田

エンデバー


