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BONITA

琴似中央

・会場責任チーム<琴似中央>　　・後片付け／全チームで
・駐車場係(11:30～)／アプリーレ、BONITA
・試合担当／審判費支給、審判報告書の確認（得点記録･警告退場の確認など）
　　　　　　ドア開閉、その他施設全般の管理
・タイムスケジュールがギリギリです。時間厳守でお願いします。

・会場時間の関係で8分-2分-8分で時間厳守。
・駐車場入替の関係で、試合終了チームは出来るだけ速やかに撤収願います。

試合担当

アプリーレ

西野第二

西　園

BONITA

西野第二

西　園

琴似中央

アプリーレ

西　園

10 16:15 決勝 西野第二 西　園 琴似中央 アプリーレ

9 15:50 決勝

表彰：1・2位（順位は福井野を除外）

八軒北

10 11:30 交Ⅱ 琴　似 八軒北 平　和 山の手

9 11:10 交Ⅱ 平　和 山の手 福井野

平　和

8 10:50 交Ⅱ 福井野 八軒北 琴　似 山の手

7

平　和

6 10:10 交Ⅱ 福井野 平　和 琴　似 八軒北表彰：総合優勝　福井野

10:30 交Ⅱ 琴　似 山の手 福井野

山の手 琴　似八軒北

平　和

八軒北

八軒北 4 9:30 交Ⅱ 琴　似 平　和 山の手 福井野

平　和 3 9:10 交Ⅱ 山の手 福井野 平　和

八軒北 山の手 8:00 交Ⅱ

山の手 5 9:50 交Ⅱ

琴　似 2 8:50 交Ⅱ

発　寒

1月13日(日) ←日程変更あり

会場 八軒北小 車 3 台 開場

10 13:45 交Ⅰ 手稲東 八　軒 宮の丘

8:00 11:50 試合終了

8分-2分-8分

八軒北 福井野 琴　似

対戦

発　寒

9 13:25 交Ⅰ 宮の丘 発　寒 八軒西 八　軒

8 13:05 交Ⅰ 八軒西 八　軒 手稲東

八　軒

7 12:45 交Ⅰ 手稲東 発　寒 八軒西 宮の丘

6 12:25 交Ⅰ 八軒西 宮の丘 手稲東

発　寒 5 12:05 交Ⅰ 八　軒 発　寒 手稲東 宮の丘

八　軒 4 11:45 交Ⅰ 手稲東 宮の丘 発　寒 八軒西

宮の丘 3 11:25 交Ⅰ 発　寒 八軒西 宮の丘 八　軒

手稲東 2 11:05 交Ⅰ 宮の丘 八　軒 八軒西 手稲東

指導者打合 9:55 交Ⅰ 対戦 審判

八軒西 1 10:45 交Ⅰ

交流Ⅰブロック 八軒西 手稲東 宮の丘 八　軒 発　寒

八軒西 手稲東 八　軒 発　寒

2 台 開場 9:45 14:05 試合終了

1月12日(土) ←変更なし

会場 手稲東小 車

10分-3分-10分

琴似中央 アプリーレ BONITA

琴似中央

8 15:25 決勝 BONITA 西　園 西野第二 アプリーレ

7 15:00 決勝 西野第二 アプリーレ BONITA

アプリーレ 西野第二

BONITA 琴似中央

琴似中央

6 14:35 決勝 BONITA 琴似中央 西野第二 西　園

アプリーレ BONITA

琴似中央 3 13:20 決勝 アプリーレ

アプリーレ 5 14:10 決勝 西　園

表彰：1～3位

　6年の部　室内サッカー　西区予選
　　　　　　　　　決勝＆交流リーグ

試合終了

決勝ブロック BONITA 西野第二 琴似中央 西　園 アプリーレ 11:50 決勝

車 3 台 開場 11:50 16:40

対戦

BONITA 1 12:30

10分-3分-10分

午後の部

午前の部

※順位決定方法（勝点→当該チーム対戦成績→当該チーム内得失点差）
→当該チーム内総得点→グループ内得失点差→グループ内総得点→抽選

1月13日(日) ←日程変更あり

会場 八軒北小

審判

福井野 1 8:30 交Ⅱ 福井野 琴　似 八軒北 山の手

交流Ⅱブロック 福井野 琴　似 平　和

表彰：1～3位（全市出場）

審判

決勝 BONITA 西野第二 西　園 アプリーレ

西野第二 2 12:55 決勝 琴似中央 西　園 BONITA 西野第二

西　園

西　園 4 13:45 決勝 西野第二 琴似中央


