
【Ｕ－９】
１組（U-９） 清流公園

石和 山梨 伊勢 アストロス 勝 分 負 勝点 順位

石和

山梨

伊勢

アストロス

２組（U-９） 清流公園
御坂 塩山 八田 エイブル 勝 分 負 勝点 順位

御坂

塩山

八田

エイブル

３組（U-９） 清流公園
一宮 国母 ＶＣ富士吉田 高根 勝 分 負 勝点 順位

一宮

国母

ＶＣ富士吉田

高根

３組（U-９） 清流公園
浅川Ｊｒ Ｕスポ モナークス ＶＣひがし 勝 分 負 勝点 順位

浅川Ｊｒ

Ｕスポ

モナークス

ＶＣひがし

【Ｕ－１０】
A組 農村ｽﾎﾟ広 C 北側A組 農村ｽﾎﾟ広 C 北側

甲府東 竜北 高根 石和 勝 分 負 勝点 順位

甲府東

竜北

高根

石和

B組 農村ｽﾎﾟ広 D 南側
山梨Jr 玉諸 双葉 北杜 勝 分 負 勝点 順位

山梨Jr

玉諸

双葉

北杜

C組 農村ｽﾎﾟ広 C 北側
モナークス 長坂 青桐 フォルトゥナＵ12 勝 分 負 勝点 順位

モナークス

長坂

青桐

フォルトゥナＵ12

D組 農村ｽﾎﾟ広 D 南側
フォルトゥナＳＣ エルドラード 富士吉田 池田 勝 分 負 勝点 順位

フォルトゥナＳＣ

エルドラード

富士吉田

池田



【Ｕ－１０】
E組 花鳥の里 E 山側

御坂 山城 山中湖 エスヴィエント 勝 分 負 勝点 順位

御坂

山城

山中湖

エスヴィエント

F組 花鳥の里 F 盆地側
塩山 増穂 中道 スペリオール 勝 分 負 勝点 順位

塩山

増穂

中道

スペリオール

G組 花鳥の里 E 山側
UスポA アルピーノ ふじかめ 韮崎東 勝 分 負 勝点 順位

UスポA

アルピーノ

ふじかめ

韮崎東

H組 花鳥の里 F 盆地側
浅川Ｊｒ ジョカーレ ＵスポＢ 白根 勝 分 負 勝点 順位

浅川Ｊｒ

ジョカーレ

ＵスポＢ

白根

Ｉ 組 小瀬サブ G 南側
石田 韮崎 VFK ＶＣひがし 勝 分 負 勝点 順位

石田

韮崎

VFK

ＶＣひがし

J組 小瀬サブ H 北側
ルーデンス 山梨 敷島 大里 勝 分 負 勝点 順位

ルーデンス

山梨

敷島

大里

K組 小瀬サブ G 南側
レックス 一宮 国母 ラーゴ 勝 分 負 勝点 順位

レックス

一宮

国母

ラーゴ

L組 小瀬サブ H 北側
クレセガナール 勝沼 貢川 ヴァリエ 勝 分 負 勝点 順位

クレセガナール

勝沼

貢川

ヴァリエ



U-9

時間 審判 審判

7:30

1 8:30 石和 ｖｓ 山梨 一宮 伊勢 ｖｓ アストロス ＶＣ富士吉田

2 9:10 御坂 ｖｓ 塩山 山梨 八田 ｖｓ エイブル 石和

3 9:50 一宮 ｖｓ 国母 塩山 ＶＣ富士吉田 ｖｓ 高根 御坂

4 10:30 浅川Ｊｒ ｖｓ Ｕスポ 国母 モナークス ｖｓ ＶＣひがし 高根

5 11:10 山梨 ｖｓ アストロス Ｕスポ 石和 ｖｓ 伊勢 ＶＣひがし

6 11:50 塩山 ｖｓ エイブル アストロス 御坂 ｖｓ 八田 伊勢

7 12:30 国母 ｖｓ 高根 エイブル 一宮 ｖｓ ＶＣ富士吉田 八田

8 13:10 Ｕスポ ｖｓ ＶＣひがし 一宮 浅川Ｊｒ ｖｓ モナークス 国母

9 13:50 山梨 ｖｓ 伊勢 ＶＣひがし 石和 ｖｓ アストロス モナークス

10 14:30 塩山 ｖｓ 八田 伊勢 御坂 ｖｓ エイブル アストロス

11 15:10 国母 ｖｓ ＶＣ富士吉田 石和 一宮 ｖｓ 高根 エイブル

スコレーカップ

【清流公園】

A コート （清流公園中学側） B コート （清流公園遊具側）

試合（対戦カード） 試合（対戦カード）

開 会 式

12 15:50 Ｕスポ ｖｓ モナークス ＶＣ富士吉田 浅川Ｊｒ ｖｓ ＶＣひがし 高根

終了予定１６：２５



U-10

時間 審判 審判

1 8:30 甲府東 ｖｓ 竜北 フォルトゥナＳＣ 山梨Jr ｖｓ 玉諸 モナークス

2 9:10 高根 ｖｓ 石和 富士吉田 双葉 ｖｓ 北杜 青桐

3 9:50 モナークス ｖｓ 長坂 山梨Jr フォルトゥナＳＣ ｖｓ エルドラード 甲府東

4 10:30 青桐 ｖｓ フォルトゥナＵ12 玉諸 富士吉田 ｖｓ 池田 竜北

5 11:10 甲府東 ｖｓ 高根 エルドラード 山梨Jr ｖｓ 双葉 長坂

6 11:50 竜北 ｖｓ 石和 池田 玉諸 ｖｓ 北杜 フォルトゥナＵ12

7 12:30 モナークス ｖｓ 青桐 北杜 フォルトゥナＳＣ ｖｓ 富士吉田 石和

8 13:10 長坂 ｖｓ フォルトゥナＵ12 双葉 エルドラード ｖｓ 池田 高根

9 13:50 甲府東 ｖｓ 石和 フォルトゥナＳＣ 山梨Jr ｖｓ 北杜 モナークス

10 14:30 竜北 ｖｓ 高根 富士吉田 玉諸 ｖｓ 双葉 青桐

11 15:10 モナークス ｖｓ フォルトゥナＵ12 山梨Jr フォルトゥナＳＣ ｖｓ 池田 甲府東

12 15:50 長坂 ｖｓ 青桐 玉諸 エルドラード ｖｓ 富士吉田 竜北

U-10

スコレーカップ

【農村スポーツ広場】

C コート （スコレー北側） D コート （スコレー南側）

試合（対戦カード） 試合（対戦カード）

終了予定１６：２５

【花鳥の里】

※ｱｼｽﾀﾝﾄﾚﾌﾘｰ

U-10

時間 審判 審判

7:30

1 8:30 御坂 ｖｓ 山城 浅川Ｊｒ 塩山 ｖｓ 増穂 UスポA

2 9:10 山中湖 ｖｓ エスヴィエント ＵスポＢ 中道 ｖｓ スペリオール ふじかめ

3 9:50 UスポA ｖｓ アルピーノ 塩山 浅川Ｊｒ ｖｓ ジョカーレ 御坂

4 10:30 ふじかめ ｖｓ 韮崎東 増穂 ＵスポＢ ｖｓ 白根 山城

5 11:10 御坂 ｖｓ 山中湖 ジョカーレ 塩山 ｖｓ 中道 アルピーノ

6 11:50 山城 ｖｓ エスヴィエント 白根 増穂 ｖｓ スペリオール 韮崎東

7 12:30 UスポA ｖｓ ふじかめ スペリオール 浅川Ｊｒ ｖｓ ＵスポＢ エスヴィエント

8 13:10 アルピーノ ｖｓ 韮崎東 中道 ジョカーレ ｖｓ 白根 山中湖

9 13:50 御坂 ｖｓ エスヴィエント 浅川Ｊｒ 塩山 ｖｓ スペリオール UスポA

10 14:30 山城 ｖｓ 山中湖 ＵスポＢ 増穂 ｖｓ 中道 ふじかめ

11 15:10 UスポA ｖｓ 韮崎東 塩山 浅川Ｊｒ ｖｓ 白根 御坂

12 15:50 アルピーノ ｖｓ ふじかめ 増穂 ジョカーレ ｖｓ ＵスポＢ 山城

E コート （山側） F コート （甲府盆地側）

試合（対戦カード） 試合（対戦カード）

開 会 式(清流公園で実施）

終了予定１６：２５



時間 審判 審判

7:30

1 8:30 石田 ｖｓ 韮崎 クレセガナール ルーデンス ｖｓ 山梨 レックス

2 9:10 VFK ｖｓ ＶＣひがし 貢川 敷島 ｖｓ 大里 国母

3 9:50 レックス ｖｓ 一宮 ルーデンス クレセガナール ｖｓ 勝沼 石田

4 10:30 国母 ｖｓ ラーゴ 山梨 貢川 ｖｓ ヴァリエ 韮崎

5 11:10 石田 ｖｓ VFK 勝沼 ルーデンス ｖｓ 敷島 一宮

6 11:50 韮崎 ｖｓ ＶＣひがし ヴァリエ 山梨 ｖｓ 大里 ラーゴ

7 12:30 レックス ｖｓ 国母 大里 クレセガナール ｖｓ 貢川 ＶＣひがし

8 13:10 一宮 ｖｓ ラーゴ 敷島 勝沼 ｖｓ ヴァリエ VFK

9 13:50 石田 ｖｓ ＶＣひがし クレセガナール ルーデンス ｖｓ 大里 レックス

10 14:30 韮崎 ｖｓ VFK 貢川 山梨 ｖｓ 敷島 国母

11 15:10 レックス ｖｓ ラーゴ ルーデンス クレセガナール ｖｓ ヴァリエ 石田

12 15:50 一宮 ｖｓ 国母 山梨 勝沼 ｖｓ 貢川 韮崎

G コート （南側） H コート （北側）

試合（対戦カード） 試合（対戦カード）

開 会 式(清流公園で実施）

終了予定１６：２５

【小瀬サブ】

スコレーカップ

終了予定１６：２５


