
　８：５５～　９：１０ 開会式

時　　　間 試　合 チーム名 チーム名 審判チーム

９：２０～９：３５ 第1試合 富士松FC3年生A 大浜SS3年生A 三河FC3年生B

９：４０～９：５５ 第2試合 安城スポーツ3年生A 亀城FC3年生B 第１試合の勝ちチーム

１０：００～１０：１５ 第3試合 富士松FC3年生A 三河FC3年生B 第２試合の勝ちチーム

１０：２０～１０：３５ 第4試合 大浜SS3年生A 安城スポーツ3年生A 第３試合の勝ちチーム

１０：４０～１０：５５ 第5試合 三河FC3年生B 亀城FC3年生B 第４試合の勝ちチーム

１１：００～１１：１５ 第6試合 富士松FC3年生A 安城スポーツ3年生A 第５試合の勝ちチーム

１１：２０～１１：３５ 第7試合 三河FC3年生B 大浜SS3年生A 第６試合の勝ちチーム

１１：４０～１１：５５ 第8試合 富士松FC3年生A 亀城FC3年生B 第７試合の勝ちチーム

１３：００～１３：１５ 第9試合 三河FC3年生B 安城スポーツ3年生A 第８試合の勝ちチーム

１３：２０～１３：３５ 第10試合 大浜SS3年生A 亀城FC3年生B 第９試合の勝ちチーム

１３：４０～１３：５５ 第11試合 富士松FC3年生A 大浜SS3年生A 第１０試合の勝ちチーム

１４：００～１４：１５ 第12試合 安城スポーツ3年生A 亀城FC3年生B 第１１試合の勝ちチーム

１４：２０～１４：３５ 第13試合 富士松FC3年生A 三河FC3年生B 第１２試合の勝ちチーム

１４：４０～１４：５５ 第14試合 大浜SS3年生A 安城スポーツ3年生A 第１３試合の勝ちチーム

１５：００～１５：１５ 第15試合 三河FC3年生B 亀城FC3年生B 第１４試合の勝ちチーム

１５：２０～１５：３０ごみゼロ

１５：３５～１５：５０

第　1　コ　ー　ト　組　合　せ　表

昼　　　　　　　食

審判をされた方は、所定の用紙に記入し本部テントまで用紙をもって来て下さい。

閉会式



　８：５５～　９：１０ 開会式

時　　　間 試　合 チーム名 チーム名 審判チーム

９：２０～９：３５ 第1試合 刈谷SS3年生A 知立SS3年生A 富士松FC3年生B

９：４０～９：５５ 第2試合 大浜SS3年生B 安城スポーツ3年生B 第１試合の勝ちチーム

１０：００～１０：１５ 第3試合 刈谷SS3年生A 富士松FC3年生B 第２試合の勝ちチーム

１０：２０～１０：３５ 第4試合 知立SS3年生A 大浜SS3年生B 第３試合の勝ちチーム

１０：４０～１０：５５ 第5試合 富士松FC3年生B 安城スポーツ3年生B 第４試合の勝ちチーム

１１：００～１１：１５ 第6試合 刈谷SS3年生A 大浜SS3年生B 第５試合の勝ちチーム

１１：２０～１１：３５ 第7試合 富士松FC3年生B 知立SS3年生A 第６試合の勝ちチーム

１１：４０～１１：５５ 第8試合 刈谷SS3年生A 安城スポーツ3年生B 第７試合の勝ちチーム

１３：００～１３：１５ 第9試合 富士松FC3年生B 大浜SS3年生B 第８試合の勝ちチーム

１３：２０～１３：３５ 第10試合 知立SS3年生A 安城スポーツ3年生B 第９試合の勝ちチーム

１３：４０～１３：５５ 第11試合 刈谷SS3年生A 知立SS3年生A 第１０試合の勝ちチーム

１４：００～１４：１５ 第12試合 大浜SS3年生B 安城スポーツ3年生B 第１１試合の勝ちチーム

１４：２０～１４：３５ 第13試合 刈谷SS3年生A 富士松FC3年生B 第１２試合の勝ちチーム

１４：４０～１４：５５ 第14試合 知立SS3年生A 大浜SS3年生B 第１３試合の勝ちチーム

１５：００～１５：１５ 第15試合 富士松FC3年生B 安城スポーツ3年生B 第１４試合の勝ちチーム

１５：２０～１５：３０ごみゼロ

１５：３５～１５：５０

昼　　　　　　　食

第　２　コ　ー　ト　組　合　せ　表

閉会式

審判をされた方は、所定の用紙に記入し本部テントまで用紙をもって来て下さい。



　８：５５～　９：１０ 開会式

時　　　間 試　合 チーム名 チーム名 審判チーム

９：２０～９：３５ 第1試合 亀城FC3年生A 新川SS3年生S 西端SS3年生

９：４０～９：５５ 第2試合 コスモ3年生 刈谷SC3年生ｲﾅｽﾞﾏ 第１試合の勝ちチーム

１０：００～１０：１５ 第3試合 亀城FC3年生A 西端SS3年生 第２試合の勝ちチーム

１０：２０～１０：３５ 第4試合 新川SS3年生S コスモ3年生 第３試合の勝ちチーム

１０：４０～１０：５５ 第5試合 西端SS3年生 刈谷SC3年生ｲﾅｽﾞﾏ 第４試合の勝ちチーム

１１：００～１１：１５ 第6試合 亀城FC3年生A コスモ3年生 第５試合の勝ちチーム

１１：２０～１１：３５ 第7試合 西端SS3年生 新川SS3年生S 第６試合の勝ちチーム

１１：４０～１１：５５ 第8試合 亀城FC3年生A 刈谷SC3年生ｲﾅｽﾞﾏ 第７試合の勝ちチーム

１３：００～１３：１５ 第9試合 西端SS3年生 コスモ3年生 第８試合の勝ちチーム

１３：２０～１３：３５ 第10試合 新川SS3年生S 刈谷SC3年生ｲﾅｽﾞﾏ 第９試合の勝ちチーム

１３：４０～１３：５５ 第11試合 亀城FC3年生A 新川SS3年生S 第１０試合の勝ちチーム

１４：００～１４：１５ 第12試合 コスモ3年生 刈谷SC3年生ｲﾅｽﾞﾏ 第１１試合の勝ちチーム

１４：２０～１４：３５ 第13試合 亀城FC3年生A 西端SS3年生 第１２試合の勝ちチーム

１４：４０～１４：５５ 第14試合 新川SS3年生S コスモ3年生 第１３試合の勝ちチーム

１５：００～１５：１５ 第15試合 西端SS3年生 刈谷SC3年生ｲﾅｽﾞﾏ 第１４試合の勝ちチーム

１５：２０～１５：３０ごみゼロ

１５：３５～１５：５０

第　３　コ　ー　ト　組　合　せ　表

閉会式

昼　　　　　　　食

審判をされた方は、所定の用紙に記入し本部テントまで用紙をもって来て下さい。



　８：５５～　９：１０ 開会式

時　　　間 試　合 チーム名 チーム名 審判チーム

９：２０～９：３５ 第1試合 刈谷南FC3年生B 日進SS3年生 刈谷SS3年生B

９：４０～９：５５ 第2試合 明和FC3年生 刈谷81FC3年生A 第１試合の勝ちチーム

１０：００～１０：１５ 第3試合 三河FC3年生A 日進SS3年生 第２試合の勝ちチーム

１０：２０～１０：３５ 第4試合 明和FC3年生 刈谷SS3年生B 第３試合の勝ちチーム

１０：４０～１０：５５ 第5試合 刈谷南FC3年生B 三河FC3年生A 第４試合の勝ちチーム

１１：００～１１：１５ 第6試合 刈谷SS3年生B 刈谷81FC3年生A 第５試合の勝ちチーム

１１：２０～１１：３５ 第7試合 明和FC3年生 日進SS3年生 第６試合の勝ちチーム

１１：４０～１１：５５ 第8試合 刈谷81FC3年生A 三河FC3年生A 第７試合の勝ちチーム

１３：００～１３：１５ 第9試合 刈谷SS3年生B 刈谷南FC3年生B 第８試合の勝ちチーム

１３：２０～１３：３５ 第10試合 明和FC3年生 三河FC3年生A 第９試合の勝ちチーム

１３：４０～１３：５５ 第11試合 刈谷81FC3年生A 日進SS3年生 第１０試合の勝ちチーム

１４：００～１４：１５ 第12試合 刈谷SS3年生B 三河FC3年生A 第１１試合の勝ちチーム

１４：２０～１４：３５ 第13試合 明和FC3年生 刈谷南FC3年生B 第１２試合の勝ちチーム

１４：４０～１４：５５ 第14試合 刈谷SS3年生B 日進SS3年生 第１３試合の勝ちチーム

１５：００～１５：１５ 第15試合 刈谷南FC3年生B 刈谷81FC3年生A 第１４試合の勝ちチーム

１５：２０～１５：３０ごみゼロ

１５：３５～１５：５０

第　４　コ　ー　ト　組　合　せ　表

昼　　　　　　　食

閉会式

審判をされた方は、所定の用紙に記入し本部テントまで用紙をもって来て下さい。



　８：５５～　９：１０ 開会式

時　　　間 試　合 チーム名 チーム名 審判チーム

９：２０～９：３５ 第1試合 安城スポーツ3年生C 中央SS3年生 ペデス3年生

９：４０～９：５５ 第2試合 鷲塚ﾊﾞﾙｾﾛﾅ3年生 刈谷SC3年生ｽﾄﾗｲｶｰｽﾞ 第１試合の勝ちチーム

１０：００～１０：１５ 第3試合 刈谷南FC3年生A 中央SS3年生 第２試合の勝ちチーム

１０：２０～１０：３５ 第4試合 鷲塚ﾊﾞﾙｾﾛﾅ3年生 ペデス3年生 第３試合の勝ちチーム

１０：４０～１０：５５ 第5試合 安城スポーツ3年生C 刈谷南FC3年生A 第４試合の勝ちチーム

１１：００～１１：１５ 第6試合 ペデス3年生 刈谷SC3年生ｽﾄﾗｲｶｰｽﾞ 第５試合の勝ちチーム

１１：２０～１１：３５ 第7試合 鷲塚ﾊﾞﾙｾﾛﾅ3年生 中央SS3年生 第６試合の勝ちチーム

１１：４０～１１：５５ 第8試合 刈谷SC3年生ｽﾄﾗｲｶｰｽﾞ 刈谷南FC3年生A 第７試合の勝ちチーム

１３：００～１３：１５ 第9試合 ペデス3年生 安城スポーツ3年生C 第８試合の勝ちチーム

１３：２０～１３：３５ 第10試合 鷲塚ﾊﾞﾙｾﾛﾅ3年生 刈谷南FC3年生A 第９試合の勝ちチーム

１３：４０～１３：５５ 第11試合 刈谷SC3年生ｽﾄﾗｲｶｰｽﾞ 中央SS3年生 第１０試合の勝ちチーム

１４：００～１４：１５ 第12試合 ペデス3年生 刈谷南FC3年生A 第１１試合の勝ちチーム

１４：２０～１４：３５ 第13試合 鷲塚ﾊﾞﾙｾﾛﾅ3年生 安城スポーツ3年生C 第１２試合の勝ちチーム

１４：４０～１４：５５ 第14試合 ペデス3年生 中央SS3年生 第１３試合の勝ちチーム

１５：００～１５：１５ 第15試合 安城スポーツ3年生C 刈谷SC3年生ｽﾄﾗｲｶｰｽﾞ 第１４試合の勝ちチーム

１５：２０～１５：３０ごみゼロ

１５：３５～１５：５０閉会式

第　５　コ　ー　ト　組　合　せ　表

昼　　　　　　　食

審判をされた方は、所定の用紙に記入し本部テントまで用紙をもって来て下さい。



　８：５５～　９：１０ 開会式

時　　　間 試　合 チーム名 チーム名 審判チーム

９：２０～９：３５ 第1試合 トラヴェッソ3年生B 北部FC3年生A 刈谷SC3年生ｲﾚﾌﾞﾝ

９：４０～９：５５ 第2試合 刈谷81FC3年生B 知立SS3年生B 第１試合の勝ちチーム

１０：００～１０：１５ 第3試合 棚尾SS3年生 北部FC3年生A 第２試合の勝ちチーム

１０：２０～１０：３５ 第4試合 刈谷81FC3年生B 刈谷SC3年生ｲﾚﾌﾞﾝ 第３試合の勝ちチーム

１０：４０～１０：５５ 第5試合 トラヴェッソ3年生B 棚尾SS3年生 第４試合の勝ちチーム

１１：００～１１：１５ 第6試合 刈谷SC3年生ｲﾚﾌﾞﾝ 知立SS3年生B 第５試合の勝ちチーム

１１：２０～１１：３５ 第7試合 刈谷81FC3年生B 北部FC3年生A 第６試合の勝ちチーム

１１：４０～１１：５５ 第8試合 知立SS3年生B 棚尾SS3年生 第７試合の勝ちチーム

１３：００～１３：１５ 第9試合 刈谷SC3年生ｲﾚﾌﾞﾝ トラヴェッソ3年生B 第８試合の勝ちチーム

１３：２０～１３：３５ 第10試合 刈谷81FC3年生B 棚尾SS3年生 第９試合の勝ちチーム

１３：４０～１３：５５ 第11試合 知立SS3年生B 北部FC3年生A 第１０試合の勝ちチーム

１４：００～１４：１５ 第12試合 刈谷SC3年生ｲﾚﾌﾞﾝ 棚尾SS3年生 第１１試合の勝ちチーム

１４：２０～１４：３５ 第13試合 刈谷81FC3年生B トラヴェッソ3年生B 第１２試合の勝ちチーム

１４：４０～１４：５５ 第14試合 刈谷SC3年生ｲﾚﾌﾞﾝ 北部FC3年生A 第１３試合の勝ちチーム

１５：００～１５：１５ 第15試合 トラヴェッソ3年生B 知立SS3年生B 第１４試合の勝ちチーム

１５：２０～１５：３０ごみゼロ

１５：３５～１５：５０閉会式

第　６　コ　ー　ト　組　合　せ　表

昼　　　　　　　食

審判をされた方は、所定の用紙に記入し本部テントまで用紙をもって来て下さい。



　８：５５～　９：１０ 開会式

時　　　間 試　合 チーム名 チーム名 審判チーム

９：２０～９：３５ 第1試合 亀城FC3年生C 北部FC3年生B トラヴェッソ3年生A

９：４０～９：５５ 第2試合 新川SS3年生A 知立SS3年生C 第１試合の勝ちチーム

１０：００～１０：１５ 第3試合 鷲塚ｲﾝﾃﾙ3年生 北部FC3年生B 第２試合の勝ちチーム

１０：２０～１０：３５ 第4試合 新川SS3年生A トラヴェッソ3年生A 第３試合の勝ちチーム

１０：４０～１０：５５ 第5試合 亀城FC3年生C 鷲塚ｲﾝﾃﾙ3年生 第４試合の勝ちチーム

１１：００～１１：１５ 第6試合 トラヴェッソ3年生A 知立SS3年生C 第５試合の勝ちチーム

１１：２０～１１：３５ 第7試合 新川SS3年生A 北部FC3年生B 第６試合の勝ちチーム

１１：４０～１１：５５ 第8試合 知立SS3年生C 鷲塚ｲﾝﾃﾙ3年生 第７試合の勝ちチーム

１３：００～１３：１５ 第9試合 トラヴェッソ3年生A 亀城FC3年生C 第８試合の勝ちチーム

１３：２０～１３：３５ 第10試合 新川SS3年生A 鷲塚ｲﾝﾃﾙ3年生 第９試合の勝ちチーム

１３：４０～１３：５５ 第11試合 知立SS3年生C 北部FC3年生B 第１０試合の勝ちチーム

１４：００～１４：１５ 第12試合 トラヴェッソ3年生A 鷲塚ｲﾝﾃﾙ3年生 第１１試合の勝ちチーム

１４：２０～１４：３５ 第13試合 新川SS3年生A 亀城FC3年生C 第１２試合の勝ちチーム

１４：４０～１４：５５ 第14試合 トラヴェッソ3年生A 北部FC3年生B 第１３試合の勝ちチーム

１５：００～１５：１５ 第15試合 亀城FC3年生C 知立SS3年生C 第１４試合の勝ちチーム

１５：２０～１５：３０ごみゼロ

１５：３５～１５：５０閉会式

昼　　　　　　　食

第　７　コ　ー　ト　組　合　せ　表

審判をされた方は、所定の用紙に記入し本部テントまで用紙をもって来て下さい。



　８：５５～　９：１０ 開会式

時　　　間 試　合 チーム名 チーム名 審判チーム

９：２０～９：３５ 第1試合 トラヴェッソ2年生 棚尾SS2年生C モンキーズ2年生A

９：４０～９：５５ 第2試合 鷲塚ｱｰｾﾅﾙ2年生 亀城FC2年生 第１試合の勝ちチーム

１０：００～１０：１５ 第3試合 知立SS2年生A 棚尾SS2年生C 第２試合の勝ちチーム

１０：２０～１０：３５ 第4試合 鷲塚ｱｰｾﾅﾙ2年生 モンキーズ2年生A 第３試合の勝ちチーム

１０：４０～１０：５５ 第5試合 トラヴェッソ2年生 知立SS2年生A 第４試合の勝ちチーム

１１：００～１１：１５ 第6試合 モンキーズ2年生A 亀城FC2年生 第５試合の勝ちチーム

１１：２０～１１：３５ 第7試合 鷲塚ｱｰｾﾅﾙ2年生 棚尾SS2年生C 第６試合の勝ちチーム

１１：４０～１１：５５ 第8試合 亀城FC2年生 知立SS2年生A 第７試合の勝ちチーム

１３：００～１３：１５ 第9試合 モンキーズ2年生A トラヴェッソ2年生 第８試合の勝ちチーム

１３：２０～１３：３５ 第10試合 鷲塚ｱｰｾﾅﾙ2年生 知立SS2年生A 第９試合の勝ちチーム

１３：４０～１３：５５ 第11試合 亀城FC2年生 棚尾SS2年生C 第１０試合の勝ちチーム

１４：００～１４：１５ 第12試合 モンキーズ2年生A 知立SS2年生A 第１１試合の勝ちチーム

１４：２０～１４：３５ 第13試合 鷲塚ｱｰｾﾅﾙ2年生 トラヴェッソ2年生 第１２試合の勝ちチーム

１４：４０～１４：５５ 第14試合 モンキーズ2年生A 棚尾SS2年生C 第１３試合の勝ちチーム

１５：００～１５：１５ 第15試合 トラヴェッソ2年生 亀城FC2年生 第１４試合の勝ちチーム

１５：２０～１５：３０ごみゼロ

１５：３５～１５：５０閉会式

審判をされた方は、所定の用紙に記入し本部テントまで用紙をもって来て下さい。

昼　　　　　　　食

第　８　コ　ー　ト　組　合　せ　表



　８：５５～　９：１０ 開会式

時　　　間 試　合 チーム名 チーム名 審判チーム

９：２０～９：３５ 第1試合 高浜FC2年生A 知立SS2年生B モンキーズ2年生B

９：４０～９：５５ 第2試合 棚尾SS2年生A 刈谷81FC2年生A 第１試合の勝ちチーム

１０：００～１０：１５ 第3試合 刈谷SS2年生 知立SS2年生B 第２試合の勝ちチーム

１０：２０～１０：３５ 第4試合 棚尾SS2年生A モンキーズ2年生B 第３試合の勝ちチーム

１０：４０～１０：５５ 第5試合 高浜FC2年生A 刈谷SS2年生 第４試合の勝ちチーム

１１：００～１１：１５ 第6試合 モンキーズ2年生B 刈谷81FC2年生A 第５試合の勝ちチーム

１１：２０～１１：３５ 第7試合 棚尾SS2年生A 知立SS2年生B 第６試合の勝ちチーム

１１：４０～１１：５５ 第8試合 刈谷81FC2年生A 刈谷SS2年生 第７試合の勝ちチーム

１３：００～１３：１５ 第9試合 モンキーズ2年生B 高浜FC2年生A 第８試合の勝ちチーム

１３：２０～１３：３５ 第10試合 棚尾SS2年生A 刈谷SS2年生 第９試合の勝ちチーム

１３：４０～１３：５５ 第11試合 刈谷81FC2年生A 知立SS2年生B 第１０試合の勝ちチーム

１４：００～１４：１５ 第12試合 モンキーズ2年生B 刈谷SS2年生 第１１試合の勝ちチーム

１４：２０～１４：３５ 第13試合 棚尾SS2年生A 高浜FC2年生A 第１２試合の勝ちチーム

１４：４０～１４：５５ 第14試合 モンキーズ2年生B 知立SS2年生B 第１３試合の勝ちチーム

１５：００～１５：１５ 第15試合 高浜FC2年生A 刈谷81FC2年生A 第１４試合の勝ちチーム

１５：２０～１５：３０ごみゼロ

１５：３５～１５：５０閉会式

昼　　　　　　　食

審判をされた方は、所定の用紙に記入し本部テントまで用紙をもって来て下さい。

第　９　コ　ー　ト　組　合　せ　表



　８：５５～　９：１０ 開会式

時　　　間 試　合 チーム名 チーム名 審判チーム

９：２０～９：３５ 第1試合 安城スポーツ2年生 富士松FC2年生A 棚尾SS2年生B

９：４０～９：５５ 第2試合 三河FC2年生 大浜SS2年生A 第１試合の勝ちチーム

１０：００～１０：１５ 第3試合 刈谷南FC2年生 富士松FC2年生A 第２試合の勝ちチーム

１０：２０～１０：３５ 第4試合 三河FC2年生 棚尾SS2年生B 第３試合の勝ちチーム

１０：４０～１０：５５ 第5試合 安城スポーツ2年生 刈谷南FC2年生 第４試合の勝ちチーム

１１：００～１１：１５ 第6試合 棚尾SS2年生B 大浜SS2年生A 第５試合の勝ちチーム

１１：２０～１１：３５ 第7試合 三河FC2年生 富士松FC2年生A 第６試合の勝ちチーム

１１：４０～１１：５５ 第8試合 大浜SS2年生A 刈谷南FC2年生 第７試合の勝ちチーム

１３：００～１３：１５ 第9試合 棚尾SS2年生B 安城スポーツ2年生 第８試合の勝ちチーム

１３：２０～１３：３５ 第10試合 三河FC2年生 刈谷南FC2年生 第９試合の勝ちチーム

１３：４０～１３：５５ 第11試合 大浜SS2年生A 富士松FC2年生A 第１０試合の勝ちチーム

１４：００～１４：１５ 第12試合 棚尾SS2年生B 刈谷南FC2年生 第１１試合の勝ちチーム

１４：２０～１４：３５ 第13試合 三河FC2年生 安城スポーツ2年生 第１２試合の勝ちチーム

１４：４０～１４：５５ 第14試合 棚尾SS2年生B 富士松FC2年生A 第１３試合の勝ちチーム

１５：００～１５：１５ 第15試合 安城スポーツ2年生 大浜SS2年生A 第１４試合の勝ちチーム

１５：２０～１５：３０ごみゼロ

１５：３５～１５：５０

審判をされた方は、所定の用紙に記入し本部テントまで用紙をもって来て下さい。

昼　　　　　　　食

閉会式

第　１０　コ　ー　ト　組　合　せ　表



　８：５５～　９：１０ 開会式

時　　　間 試　合 チーム名 チーム名 審判チーム

９：２０～９：３５ 第1試合 日進SS2年生 富士松FC2年生B 西端SS2年生

９：４０～９：５５ 第2試合 刈谷SC2年生 北部FC2年生B 第１試合の勝ちチーム

１０：００～１０：１５ 第3試合 AOMIレディースFC2年生 富士松FC2年生B 第２試合の勝ちチーム

１０：２０～１０：３５ 第4試合 刈谷SC2年生 西端SS2年生 第３試合の勝ちチーム

１０：４０～１０：５５ 第5試合 日進SS2年生 AOMIレディースFC2年生 第４試合の勝ちチーム

１１：００～１１：１５ 第6試合 西端SS2年生 北部FC2年生B 第５試合の勝ちチーム

１１：２０～１１：３５ 第7試合 刈谷SC2年生 富士松FC2年生B 第６試合の勝ちチーム

１１：４０～１１：５５ 第8試合 北部FC2年生B AOMIレディースFC2年生 第７試合の勝ちチーム

１３：００～１３：１５ 第9試合 西端SS2年生 日進SS2年生 第８試合の勝ちチーム

１３：２０～１３：３５ 第10試合 刈谷SC2年生 AOMIレディースFC2年生 第９試合の勝ちチーム

１３：４０～１３：５５ 第11試合 北部FC2年生B 富士松FC2年生B 第１０試合の勝ちチーム

１４：００～１４：１５ 第12試合 西端SS2年生 AOMIレディースFC2年生 第１１試合の勝ちチーム

１４：２０～１４：３５ 第13試合 刈谷SC2年生 日進SS2年生 第１２試合の勝ちチーム

１４：４０～１４：５５ 第14試合 西端SS2年生 富士松FC2年生B 第１３試合の勝ちチーム

１５：００～１５：１５ 第15試合 日進SS2年生 北部FC2年生B 第１４試合の勝ちチーム

１５：２０～１５：３０ごみゼロ

１５：３５～１５：５０閉会式

第　１１　コ　ー　ト　組　合　せ　表

昼　　　　　　　食

審判をされた方は、所定の用紙に記入し本部テントまで用紙をもって来て下さい。



　８：５５～　９：１０ 開会式

時　　　間 試　合 チーム名 チーム名 審判チーム

９：２０～９：３５ 第1試合 大浜SS2年生B コスモ2年生 中央SS2年生

９：４０～９：５５ 第2試合 刈谷81FC2年生B 北部FC2年生A 第１試合の勝ちチーム

１０：００～１０：１５ 第3試合 高浜FC2年生B コスモ2年生 第２試合の勝ちチーム

１０：２０～１０：３５ 第4試合 刈谷81FC2年生B 中央SS2年生 第３試合の勝ちチーム

１０：４０～１０：５５ 第5試合 大浜SS2年生B 高浜FC2年生B 第４試合の勝ちチーム

１１：００～１１：１５ 第6試合 中央SS2年生 北部FC2年生A 第５試合の勝ちチーム

１１：２０～１１：３５ 第7試合 刈谷81FC2年生B コスモ2年生 第６試合の勝ちチーム

１１：４０～１１：５５ 第8試合 北部FC2年生A 高浜FC2年生B 第７試合の勝ちチーム

１３：００～１３：１５ 第9試合 中央SS2年生 大浜SS2年生B 第８試合の勝ちチーム

１３：２０～１３：３５ 第10試合 刈谷81FC2年生B 高浜FC2年生B 第９試合の勝ちチーム

１３：４０～１３：５５ 第11試合 北部FC2年生A コスモ2年生 第１０試合の勝ちチーム

１４：００～１４：１５ 第12試合 中央SS2年生 高浜FC2年生B 第１１試合の勝ちチーム

１４：２０～１４：３５ 第13試合 刈谷81FC2年生B 大浜SS2年生B 第１２試合の勝ちチーム

１４：４０～１４：５５ 第14試合 中央SS2年生 コスモ2年生 第１３試合の勝ちチーム

１５：００～１５：１５ 第15試合 大浜SS2年生B 北部FC2年生A 第１４試合の勝ちチーム

１５：２０～１５：３０ごみゼロ

１５：３５～１５：５０

第　１２　コ　ー　ト　組　合　せ　表

昼　　　　　　　食

閉会式

審判をされた方は、所定の用紙に記入し本部テントまで用紙をもって来て下さい。


