
第7回3年⽣フットサル⼤会結果報告

予選リーグ中に思いがけずの雨　順位リーグは出来ませんでした。 優　勝
予選リーグのみで終了︕ 準優勝

三　位 高砂イレブン
一位 敢闘賞　（決勝リーグ　4位）

A面 小菅SC.A 敢闘賞　（２位リーグ　1位）
B面 Sardana 敢闘賞　（２位リーグ　2位）

C面 エスブランコ 敢闘賞　（３位リーグ　1位）

D面 小菅SC.B 敢闘賞　（４位リーグ　1位）

〜午前の部〜

〜午後の部〜

決勝リーグ (予選１位） 予選２位

予選３位 予選４位

小菅SC 野尻 タツアキ エスブランコ カリマタ ナオヤ 新浜FC 藤岡　シュント 臨海⼩SC マルハシ　ナオ ⾦町SC 鈴⽊ ケンヤ トネリエルフ サイトウ 

小菅SC 岸 ショウト エスブランコ マツダ アキ 新浜FC 下田 リサ FC.EDO 小山 アサオ ⾦町SC ヨシオカ カンセイ トネリエルフ カツヤ

六実SC 堤 タケヨシ Sardana タカギ スバル FC⻄新井 タケオカ　サトノブ FC.EDO 宮⾥ レン

えどそら サイトウ　ユウト 小菅SC エザワ タケル 調布イーグル カトウ ハル 中央ﾚｯﾄﾞ 新井 ヤマト 越谷ｼﾘｳｽ ツチヤ　シュウト 松⼾⼩⾦原 太田　ユウセイ

えどそら スズキ　ソウタ 綾南FC 林　ヒロト 調布ｲｰｸﾞﾙｽ 萩生田 ヨウタ 中央ﾚｯﾄﾞ 石井オウスケ 松⼾⼩⾦原 ⻄村 ミヤビ FC.⻄新井 アサ ユウガ

小菅SC ムトウ　ﾘﾋﾄ 綾南FC 石井 アオイ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ アソウ　リョウタ 六実SC 上村 ユウシン

午前の部 午後の部

2019年10⽉6⽇(⽇) 舎⼈プレイグランド

A面 B面
新浜FC.A 六実SC 小菅SC.A ﾄﾈﾘｴﾙﾌ.A 勝点 得失 勝点 得失 順位Sardana エスブランコ.A FC.EDO.A 新浜FC.B

えどそらA
調布イーグルス・リーベル

中央レッドスターズ

松⼾⼩⾦原FC

新浜FC.A 〇1-0 ●0-5 ●0-3 3 -7

順位

9 6 1〇3-1 〇3-1 〇2-0

えどそらB

●0-1 ●0-10 ●0-5 0 -16

3 Sardana

FC.EDO.A

6 4 2

小菅SC.A 〇5-0 〇10-0 〇3-0 9 18

4 エスブランコ.A ●1-3 〇1-0 〇5-0

3 1 3●1-3 ●0-1 〇4-0

六実SC

-11 4●0-2 ●0-5 ●0-4

得失 順位臨海⼩SC 小菅SC.B

ﾄﾈﾘｴﾙﾌ.A 〇3-0

C面 D面
⾦町SC.A ｴｽﾌﾞﾗﾝｺ.B ﾄﾈﾘｴﾙﾌ.B FC.EDO.B

2 新浜FC.B

1

●2-6

勝点 得失 順位

0〇5-0 ●0-3 6 5

●0-2 ●3-5 0

FC.⻄新井 ⾦町SC.B 勝点

-5 4

ｴｽﾌﾞﾗﾝｺ.B 〇8-0 〇9-1 〇7-0

1 -12 4 臨海⼩SC ●1-2

△1-1 〇7-2 7 6 1〇2-1

⾦町SC.A ●0-8 △1-1

ﾄﾈﾘｴﾙﾌ.B △1-1 ●1-9 △1-1

9 23 1 小菅SC.B

〇2-0 7 4 2

FC.EDO.B 〇6-2 ●0-7 △1-1

2 -8 3 FC.⻄新井 〇2-0 △1-1

●0-2 3 -5 34 -3 2 ⾦町SC.B 〇5-3 ●2-7

FC.⻄新井

0

9

6

6

0

3

勝点 勝点

9

●1-8 ●0-6 ●0-2

〇2-0

〇2-0 〇8-1 〇10-0

⼩⾦原.B

A面 B面
綾南FC.A 越谷ｼﾘｳｽ 中央ﾚｯﾄﾞ.A 調布・ﾘｰﾍﾞﾙ 得失

63 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ●3-11

32 ⼩⾦原.B 〇5-2 ●3-4

4

6

1

1

9

勝点

19 1

得失 順位

綾南FC.A 〇6-0 ●0-6 ●1-5 -4 3 えどそら.A

順位 えどそら.A 小菅SC.A 調布・ﾎﾞｶ 六実SC

-15 4

9 2

中央ﾚｯﾄﾞ.A 〇6-0 〇14-0 ●1-2 19 2 調布・ﾎﾞｶ

4 小菅SC.A ●0-2 〇6-0 〇5-0越谷ｼﾘｳｽ ●0-6 ●0-14 ●0-12 -32

-13 3

C面 D面

調布・ﾘｰﾍﾞﾙ 〇5-1 〇12-0 〇2-1 17 31 六実SC ●0-10 ●0-5

高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 得失 順位

小菅SC.B 〇6-0 〇3-1 〇6-0 14

小菅SC.B ⼩⾦原.A えどそら.B 中央ﾚｯﾄﾞ.B 得失 順位 綾南FC.B勝点

△1-1 ○4-3 ●1-2 0 2

-5 4

⼩⾦原.A ●0-6 ●0-5 △1-1 -11 4 FC.⻄新井

1 綾南FC.B △1-1 ●2-5 ●1-3

1

●1-2 1 3

中央ﾚｯﾄﾞ.B ●0-6 △1-1 ●0-2 -8

えどそら.B ●1-3 〇5-0 〇2-0 5

小菅SC.B 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 勝点 得失 順位

〇2-1 〇2-1 4

得失

1

順位

調布・ﾘｰﾍﾞﾙ △2-2 △1-1 ○2-1 5 1 2

中央レッド.A 小菅SC.A えどそらB FC.⻄新井 勝点

4 1〇2-1 ●0-1 〇4-0 6

3

小菅SC.B △1-1 ●0-2 △0-0 2 -2 4

小菅SC.A ●1-2 〇1-0 〇2-1 6

2 2〇1-0 ●0-1 〇2-0 6

えどそら.A △2-2

4●0-3 ●0-3

C面 D面
綾南FC.A 六実SC 中央ﾚｯﾄﾞ.B ⼩⾦原.B 勝点 得失 順位

-7 4●0-4 ●1-2 ●0-2 0

綾南FC.B 勝点 得失 順位越谷ｼﾘｳｽ 調布・ボカ ⼩⾦原.A

5 3 2〇3-0 △0-0

綾南FC.A △0-0 △1-1 ●1-3

六実SC △0-0 〇1-0 ●1-2 4

-2 3 越谷ｼﾘｳｽ2 ●0-1 0 -7

-2 4 ⼩⾦原.A中央ﾚｯﾄﾞ.B △1-1 ●0-1 ●0-1 1

4 1 綾南FC.B⼩⾦原.B 〇3-1 〇2-1 〇1-0 9

高砂イレブン ●1-2 △0-0 △0-0 2 -1 3

えどそらB

FC.⻄新井

〇2-0 △0-0 5 2 1

中央レッド.A

A面 B面
調布・ﾘｰﾍﾞﾙ えどそら.A

小管SC。B

優秀選手賞

綾南FC.B

7 4 1〇1-0 △1-1 〇3-0

●0-3 4 0 3〇3-0 △0-0

△1-10 2 調布・ﾎﾞｶ

予選リーグ

予選リーグ

順位リーグ


