
Aの部１８チーム 参加チーム
北杜市内 6 ﾁｰﾑ 北杜FCA 北杜FCS 高根 長坂 北杜西 ｸﾞﾗﾝﾃﾞ
韮崎市内 5 ﾁｰﾑ 韮崎東A 韮崎東B 韮崎SC 甘利 ｱｽﾄﾛｽ

県内 5 ﾁｰﾑ FCｼﾞｮｶｰﾚ 石和 敷島 ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ 勝沼
県 外 2 ﾁｰﾑ 永明 南箕輪FCｼﾞｭﾆｱ

計 18 ﾁｰﾑ

Aグループ 3 ﾁｰﾑ 北杜FCA ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ 勝沼
Bグループ 3 ﾁｰﾑ 石和 甘利 韮崎SC
Cグループ 3 ﾁｰﾑ 韮崎東A 永明 北杜西
Dグループ 3 ﾁｰﾑ ｸﾞﾗﾝﾃﾞ 南箕輪FC 韮崎東B
Eグループ 3 ﾁｰﾑ 敷島 長坂 FCｼﾞｮｶｰﾚ
Fグループ 3 ﾁｰﾑ 北杜FCS 高根 ｱｽﾄﾛｽ

12月12日（日）
会場：須玉小会場

東側ｺｰﾄ 試合日程 主審 線審
第1試合 北杜FCA VS ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ 甘利 勝沼
第2試合 石和 VS 韮崎SC ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ 甘利
第3試合 北杜FCA VS 勝沼 石和 ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ
第4試合 甘利 VS 韮崎SC 北杜FCA 石和
第5試合 ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ VS 勝沼 韮崎SC 北杜FCA
第6試合 甘利 VS 石和 勝沼 韮崎SC
第7試合 北杜FCA VS 対戦ﾁｰﾑ 勝沼 対戦ﾁｰﾑ
第8試合 ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ VS 対戦ﾁｰﾑ 北杜FCA 対戦ﾁｰﾑ
第9試合 勝沼 VS 対戦ﾁｰﾑ ｴﾙﾄﾞﾗｰﾄﾞ 対戦ﾁｰﾑ

12月12日（日）
会場：須玉小学校

西側ｺｰﾄ 試合日程 主審 線審
第1試合 韮崎東A VS 永明 韮崎東B 北杜西
第2試合 ｸﾞﾗﾝﾃﾞ VS 南箕輪FC 永明 韮崎東B

第3試合 韮崎東A VS 北杜西 ｸﾞﾗﾝﾃﾞ 永明
第4試合 韮崎東B VS 南箕輪FC 韮崎東A ｸﾞﾗﾝﾃﾞ
第5試合 永明 VS 北杜西 南箕輪FC 韮崎東A
第6試合 韮崎東B VS ｸﾞﾗﾝﾃﾞ 北杜西 南箕輪FC
第7試合 韮崎東A VS 対戦ﾁｰﾑ 永明 対戦ﾁｰﾑ
第8試合 北杜西 VS 対戦ﾁｰﾑ 韮崎東A 対戦ﾁｰﾑ
第9試合 永明 VS 対戦ﾁｰﾑ 北杜西 対戦ﾁｰﾑ

会場：須玉のろしの里北グラウンド
試合日程 主審 線審
第1試合 敷島 VS 長坂 ｱｽﾄﾛｽ FCｼﾞｮｶｰﾚ
第2試合 北杜FCS VS 高根 長坂 ｱｽﾄﾛｽ
第3試合 敷島 VS FCｼﾞｮｶｰﾚ 高根 長坂
第4試合 北杜FCS VS ｱｽﾄﾛｽ 敷島 高根
第5試合 FCｼﾞｮｶｰﾚ VS 長坂 北杜FCS 敷島
第6試合 ｱｽﾄﾛｽ VS 高根 FCｼﾞｮｶｰﾚ 北杜FCS
第7試合 敷島 VS 対戦ﾁｰﾑ FCｼﾞｮｶｰﾚ 対戦ﾁｰﾑ
第8試合 長坂 VS 対戦ﾁｰﾑ 敷島 対戦ﾁｰﾑ
第9試合 FCｼﾞｮｶｰﾚ VS 対戦ﾁｰﾑ 長坂 対戦ﾁｰﾑ

対 戦 カ ー ド

ライオンズ杯組み合わせ・試合日程等（初日悪天候により1２日実施の場合）

対 戦 カ ー ド

対 戦 カ ー ド

①

②

③

14:20 位決定戦

13:00 位決定戦
13:40 位決定戦

10:20 E
11:00 F
11:40 E
12:20 F

13:40 位決定戦
14:20 位決定戦

E・Fｸﾞﾙｰﾌﾟ
9:00 E
9:40 F

11:00 D
11:40 C
12:20 D
13:00 位決定戦

位決定戦

C・Dｸﾞﾙｰﾌﾟ
9:00 C
9:40 D

C

11:40 A
12:20 B
13:00 位決定戦
13:40 位決定戦
14:20

A・Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
9:00 A
9:40 B
10:20 A
11:00 B

10:20



低学年の部

４年の部（８人制） 参加チーム

8 ﾁｰﾑ 北杜FC 池田 韮崎東 双葉 山城 北杜西

北杜FC 北杜西 山城

池田 韮崎東 双葉

12月12日（日） 会場：明野中学校

中央ｺｰﾄ 試合日程 主審

第1試合 北杜FC VS 北杜西 山城

第2試合 池田 VS 韮崎東 双葉

第3試合 北杜FC VS 山城 北杜西

第4試合 池田 VS 双葉 韮崎東

第5試合 北杜西 VS 山城 北杜FC

第6試合 韮崎東 VS 双葉 池田

第７試合 池田 VS Aパート同順位 第9試合のチーム

第８試合 韮崎東 VS Aパート同順位 第7試合のチーム

第９試合 双葉 VS Aパート同順位 第8試合のチーム

低学年の部

３年生の部（８人制） 参加チーム

6 ﾁｰﾑ 北杜FCA 山城 韮崎東 塩尻SS イズミFC 北杜FCS

北杜FCA 塩尻西 山城

北杜FCS 韮崎東 イズミFC

12月12日（日） 会場：明野中学校

南側ｺｰﾄ 試合日程 主審

第1試合 北杜FCA VS 塩尻西 山城

第2試合 北杜FCS VS 韮崎東 イズミFC

第3試合 北杜FCA VS 山城 塩尻西

第4試合 北杜FCS VS イズミFC 韮崎東

第5試合 塩尻西 VS 山城 北杜FCA

第6試合 韮崎東 VS イズミFC 北杜FCS

第７試合 北杜FCS VS Aパート同順位 第9試合のチーム

第８試合 韮崎東 VS Aパート同順位 第7試合のチーム

第９試合 イズミFC VS Aパート同順位 第8試合のチーム

Aｸﾞﾙｰﾌﾟ

対 戦 カ ー ド

対 戦 カ ー ド

Aｸﾞﾙｰﾌﾟ

Bｸﾞﾙｰﾌﾟ

11:40

13:00 B

13:40 順位決定戦

14:20 順位決定戦

15:00 順位決定戦

B

11:00 A

11:40 B

12:20 A

ABｸﾞﾙｰﾌﾟ

9:40 A

14:20 順位決定戦

15:00 順位決定戦

10:20

12:20 A

13:00 B

13:40 順位決定戦

ABｸﾞﾙｰﾌﾟ

9:40 A

10:20 B

B

11:00 A

Bｸﾞﾙｰﾌﾟ



低学年の部

１・２年生の部（７人制） 参加チーム

6 ﾁｰﾑ 北杜FCA 北杜FCS 韮崎東 山城 韮崎SCA 韮崎SCB

北杜FCA 韮崎SCA 山城

北杜FCS 韮崎東 韮崎SCB

12月12日（日） 会場：明野中学校

南側ｺｰﾄ 試合日程 主審

第1試合 北杜FCA VS 韮崎SCA 山城

第2試合 北杜FCS VS 韮崎東 韮崎SCB

第3試合 北杜FCA VS 山城 韮崎SCA

第4試合 北杜FCS VS 韮崎SCB 韮崎東

第5試合 韮崎SCA VS 山城 北杜FCA

第6試合 韮崎東 VS 韮崎SCB 北杜FCS

第７試合 北杜FCS VS Aパート同順位 第9試合のチーム

第８試合 韮崎東 VS Aパート同順位 第7試合のチーム

第９試合 韮崎SCB VS Aパート同順位 第8試合のチーム

13:45

14:20

12:00

13:10

12:35 B

10:50

11:25 B

9:40 A

10:15 B

Bｸﾞﾙｰﾌﾟ

Aｸﾞﾙｰﾌﾟ

対 戦 カ ー ド

順位決定戦

順位決定戦

順位決定戦

ABｸﾞﾙｰﾌﾟ

A

A


