
⽇時　　 ２０２２年１⽉１６⽇(⽇)

会場 掛川市南体育館し〜すぽ

参加チーム（ブロック分け） 各⽀部参加枠（⻄部⽀部︓4、中⻄⽀部︓1、中部⽀部︓5、中東⽀部︓2、東部⽀部︓4）

＊得点係りをお願いいたします。1名以上でオフィシャル席にて得点等の管理をお願いします。
＊会場準備は不要です。（前⽇のU-7静岡県フットサル交流⼤会のコートをそのまま使⽤します。）
＊⽚付けのお願い＞第１６試合の４チームにお願いします。終了次第放送でご案内いたします。

試合⽇程 試合時間︓8分-１分-8分

Ａ３位 Ｂ３位 Ａ４位 Ｂ４位

Ａ１位 Ｂ１位 Ａ２位 Ｂ２位

Ｃ３位 Ｄ３位 Ｃ４位 Ｄ４位

Ｃ１位 Ｄ１位 Ｃ２位 Ｄ２位

結果表

第１４回　Ｕ－８静岡県フットサル交流⼤会

プレミアリーグ Ａブロック ⻄部⽀部１ 中⻄⽀部１ 中部⽀部４ 東部⽀部１
Ｂブロック ⻄部⽀部２ 中部⽀部１ 中東⽀部１ 東部⽀部２

得点係り

プリンスリーグ Ｃブロック ⻄部⽀部３ 中部⽀部２ 中部⽀部５ 東部⽀部３
Ｄブロック ⻄部⽀部４ 中部⽀部３ 中東⽀部２ 東部⽀部４

⻄部⽀部１ vs 中⻄⽀部１
順　番 時　間 ブロック プレミアリーグ（⻄側コート） 得点係り 時　間 ブロック プレミアリーグ（東側コート）

東部⽀部１ 中部⽀部４
2 9:25 B ⻄部⽀部２ vs

⻄部⽀部１ 9:00 A 中部⽀部４ vs
vs 東部⽀部２ 中東⽀部１B 中東⽀部１

1 9:00 A

3 9:50 A ⻄部⽀部１ vs
中部⽀部１ ⻄部⽀部２ 9:25

vs 東部⽀部１ 東部⽀部１
4 10:15 B ⻄部⽀部２

中部⽀部４ 中部⽀部４ 9:50 A 中⻄⽀部１
中部⽀部１ vs 東部⽀部２ 東部⽀部２vs 中東⽀部１ 中東⽀部１ 10:15 B

vs 中部⽀部４ 中⻄⽀部１A 中⻄⽀部１
6 11:05 B ⻄部⽀部２

東部⽀部１ ⻄部⽀部１ 10:405 10:40 A ⻄部⽀部１ vs
中部⽀部１ vs 中東⽀部１ 中部⽀部１vs 東部⽀部２ ⻄部⽀部２ 11:05 B

Ａ４位

8 11:55 1位 vs Ｂ１位 11:55 2位

Ｂ３位 11:30 4位 vs7 11:30 3位 vs

vs Ａ２位
順　番 時　間 ブロック プリンスリーグ（⻄側コート） 得点係り 時　間 ブロック プリンスリーグ（東側コート） 得点係り

東部⽀部３ 中部⽀部５Ｃ 中部⽀部５
vs 東部⽀部４ 中東⽀部２Ｄ 中東⽀部２

9 13:30 Ｃ
10 13:55 Ｄ ⻄部⽀部４ vs

中部⽀部２ ⻄部⽀部３ 13:30⻄部⽀部３ vs vs

11 14:20 Ｃ ⻄部⽀部３
中部⽀部３ ⻄部⽀部４ 13:55

中部⽀部２ vs 東部⽀部３ 東部⽀部３vs 中部⽀部５ 中部⽀部５ 14:20 Ｃ
vs 東部⽀部４ 東部⽀部４

13 15:10 Ｃ ⻄部⽀部３
中東⽀部２ 中東⽀部２ 14:45 Ｄ 中部⽀部３12 14:45 Ｄ ⻄部⽀部４ vs

中部⽀部２ vs 中部⽀部５ 中部⽀部２vs 東部⽀部３ ⻄部⽀部３ 15:10 Ｃ
vs 中東⽀部２ 中部⽀部３

15 16:00 3位 vs
東部⽀部４ ⻄部⽀部４ 15:35 Ｄ 中部⽀部３14 15:35 Ｄ ⻄部⽀部４ vs

Ｃ４位

16 16:25 1位 vs Ｄ１位 16:25

Ｄ３位 16:00 4位 vs

2位 vs Ｃ２位

プ
レ
ミ
ア
リ
ー
グ

Aブロック ⻄部⽀部１ 中⻄⽀部１ 中部⽀部４ 失点 点差 順位
⻄部⽀部１

東部⽀部１ 勝点 勝 負 引分 得点

中⻄⽀部１
中部⽀部４

順位Bブロック ⻄部⽀部２ 中部⽀部１ 中東⽀部１ 東部⽀部２ 勝点 勝
東部⽀部１

負 引分 得点 失点 点差

中部⽀部１
⻄部⽀部２

中東⽀部１
東部⽀部２

プ
リ
ン
ス
リ
ー
グ

Ｃブロック ⻄部⽀部３ 中部⽀部２ 中部⽀部５ 東部⽀部３

中部⽀部２
中部⽀部５

点差 順位
⻄部⽀部３

勝点 勝 負 引分 得点 失点

東部⽀部３
⻄部⽀部４ 中部⽀部３ 中東⽀部２ 東部⽀部４ 勝点 順位

⻄部⽀部４
勝 負 引分 得点 失点 点差Ｄブロック

中東⽀部２
中部⽀部３

東部⽀部４



⽇時　　 ２０２１年１２⽉１１⽇(⼟)

会場 掛川市南体育館し〜すぽ

参加チーム（ブロック分け） 各⽀部参加枠（⻄部⽀部︓5、中⻄⽀部︓2、中部⽀部︓5、中東⽀部︓1、東部⽀部︓3）

＊得点係りをお願いいたします。1名以上でオフィシャル席にて得点等の管理をお願いします。
＊第１・２試合で試合を⾏う⻄部、中⻄、中部⽀部からの参加チームは７︓１５集合で各チーム２名の会場準備をお願いします。
＊⽚付けは不要です。（ライン、ゴールは次の⽇のU-10静岡県フットサル交流⼤会で使⽤します。）

試合⽇程 試合時間︓8分-１分-8分

Ａ３位 Ｂ３位 Ａ４位 Ｂ４位

Ａ１位 Ｂ１位 Ａ２位 Ｂ２位

Ｃ３位 Ｄ３位 Ｃ４位 Ｄ４位

Ｃ１位 Ｄ１位 Ｃ２位 Ｄ２位

結果表

第１２回　Ｕ－９静岡県フットサル交流⼤会

プレミアリーグ Ａブロック ⻄部⽀部１ ⻄部⽀部５ 中部⽀部２ 中東⽀部１
Ｂブロック ⻄部⽀部２ 中⻄⽀部１ 中部⽀部３ 東部⽀部１

得点係り

プリンスリーグ Ｃブロック ⻄部⽀部３ 中⻄⽀部２ 中部⽀部４ 東部⽀部２
Ｄブロック ⻄部⽀部４ 中部⽀部１ 中部⽀部５ 東部⽀部３

A ⻄部⽀部１ vs ⻄部⽀部５
順　番 時　間 ブロック プレミアリーグ（⻄側コート） 得点係り 時　間 ブロック プレミアリーグ（東側コート）

中東⽀部１ 中部⽀部２
2 9:25 B ⻄部⽀部２ vs

⻄部⽀部１ 9:00 A 中部⽀部２ vs
vs 東部⽀部１ 中部⽀部３B 中部⽀部３

1 9:00

3 9:50 A ⻄部⽀部１ vs
中⻄⽀部１ ⻄部⽀部２ 9:25

vs 中東⽀部１ 中東⽀部１
4 10:15 B ⻄部⽀部２

中部⽀部２ 中部⽀部２ 9:50 A ⻄部⽀部５
中⻄⽀部１ vs 東部⽀部１ 東部⽀部１vs 中部⽀部３ 中部⽀部３ 10:15 B

vs 中部⽀部２ ⻄部⽀部５A ⻄部⽀部５
6 11:05 B ⻄部⽀部２

中東⽀部１ ⻄部⽀部１ 10:405 10:40 A ⻄部⽀部１ vs
中⻄⽀部１ vs 中部⽀部３ 中⻄⽀部１vs 東部⽀部１ ⻄部⽀部２ 11:05 B

Ａ４位
8 11:55 1位 vs Ｂ１位 11:55 2位

Ｂ３位 11:30 4位 vs7 11:30 3位 vs
vs

⻄部⽀部３ vs vs

Ａ２位
順　番 時　間 ブロック プリンスリーグ（⻄側コート） 得点係り 時　間 ブロック プリンスリーグ（東側コート） 得点係り

東部⽀部２ 中部⽀部４
10 13:25 Ｄ ⻄部⽀部４ vs

中⻄⽀部２ ⻄部⽀部３ 13:00 Ｃ 中部⽀部４
vs 東部⽀部３ 中部⽀部５Ｄ 中部⽀部５

9 13:00 Ｃ

11 13:50 Ｃ ⻄部⽀部３
中部⽀部１ ⻄部⽀部４ 13:25

中⻄⽀部２ vs 東部⽀部２ 東部⽀部２vs 中部⽀部４ 中部⽀部４ 13:50 Ｃ
vs 東部⽀部３ 東部⽀部３

13 14:40 Ｃ ⻄部⽀部３
中部⽀部５ 中部⽀部５ 14:15 Ｄ 中部⽀部１12 14:15 Ｄ ⻄部⽀部４ vs

中⻄⽀部２ vs 中部⽀部４ 中⻄⽀部２vs 東部⽀部２ ⻄部⽀部３ 14:40 Ｃ
vs 中部⽀部５ 中部⽀部１

15 15:30 3位 vs
東部⽀部３ ⻄部⽀部４ 15:05 Ｄ 中部⽀部１14 15:05 Ｄ ⻄部⽀部４ vs

Ｃ４位
16 15:55 1位 vs Ｄ１位 15:55

Ｄ３位 15:30 4位 vs
2位 vs Ｃ２位

プ
レ
ミ
ア
リ
ー
グ

Aブロック ⻄部⽀部１ ⻄部⽀部５ 中部⽀部２ 失点 点差 順位
⻄部⽀部１

中東⽀部１ 勝点 勝 負 引分 得点

⻄部⽀部５
中部⽀部２

順位Bブロック ⻄部⽀部２ 中⻄⽀部１ 中部⽀部３ 東部⽀部１ 勝点 勝
中東⽀部１

負 引分 得点 失点 点差

中⻄⽀部１
⻄部⽀部２

中部⽀部３
東部⽀部１

プ
リ
ン
ス
リ
ー
グ

Ｃブロック ⻄部⽀部３ 中⻄⽀部２ 中部⽀部４ 東部⽀部２

中⻄⽀部２
中部⽀部４

点差 順位
⻄部⽀部３

勝点 勝 負 引分 得点 失点

東部⽀部２
⻄部⽀部４ 中部⽀部１ 中部⽀部５ 東部⽀部３ 勝点 順位

⻄部⽀部４
勝 負 引分 得点 失点 点差Ｄブロック

中部⽀部５
中部⽀部１

東部⽀部３



⽇時　　 ２０２１年１２⽉１２⽇(⽇)

会場 掛川市南体育館し〜すぽ

参加チーム（ブロック分け） 各⽀部参加枠（⻄部⽀部︓5、中⻄⽀部︓1、中部⽀部︓6、中東⽀部︓1、東部⽀部︓3）

＊得点係りをお願いいたします。1名以上でオフィシャル席にて得点等の管理をお願いします。
＊会場準備は不要です。（前⽇のU-9静岡県フットサル交流⼤会のコートをそのまま使⽤します。）
＊⽚付けのお願い＞第１６試合の４チームにお願いします。終了次第放送でご案内いたします。

試合⽇程 試合時間︓8分-１分-8分

Ａ３位 Ｂ３位 Ａ４位 Ｂ４位

Ａ１位 Ｂ１位 Ａ２位 Ｂ２位

Ｃ３位 Ｄ３位 Ｃ４位 Ｄ４位

Ｃ１位 Ｄ１位 Ｃ２位 Ｄ２位

結果表

第１４回　Ｕ－１０静岡県フットサル交流⼤会

プレミアリーグ Ａブロック ⻄部⽀部１ ⻄部⽀部５ 中部⽀部３ 中東⽀部１
Ｂブロック ⻄部⽀部２ 中⻄⽀部１ 中部⽀部４ 東部⽀部１

得点係り

プリンスリーグ Ｃブロック ⻄部⽀部３ 中部⽀部１ 中部⽀部５ 東部⽀部２
Ｄブロック ⻄部⽀部４ 中部⽀部２ 中部⽀部６ 東部⽀部３

A ⻄部⽀部１ vs ⻄部⽀部５
順　番 時　間 ブロック プレミアリーグ（⻄側コート） 得点係り 時　間 ブロック プレミアリーグ（東側コート）

中東⽀部１ 中部⽀部３
2 9:25 B ⻄部⽀部２ vs

⻄部⽀部１ 9:00 A 中部⽀部３ vs
vs 東部⽀部１ 中部⽀部４B 中部⽀部４

1 9:00

3 9:50 A ⻄部⽀部１ vs
中⻄⽀部１ ⻄部⽀部２ 9:25

vs 中東⽀部１ 中東⽀部１
4 10:15 B ⻄部⽀部２

中部⽀部３ 中部⽀部３ 9:50 A ⻄部⽀部５
中⻄⽀部１ vs 東部⽀部１ 東部⽀部１vs 中部⽀部４ 中部⽀部４ 10:15 B

vs 中部⽀部３ ⻄部⽀部５A ⻄部⽀部５
6 11:05 B ⻄部⽀部２

中東⽀部１ ⻄部⽀部１ 10:405 10:40 A ⻄部⽀部１ vs
中⻄⽀部１ vs 中部⽀部４ 中⻄⽀部１vs 東部⽀部１ ⻄部⽀部２ 11:05 B

Ａ４位
8 11:55 1位 vs Ｂ１位 11:55 2位

Ｂ３位 11:30 4位 vs7 11:30 3位 vs
vs

⻄部⽀部３ vs vs

Ａ２位
順　番 時　間 ブロック プリンスリーグ（⻄側コート） 得点係り 時　間 ブロック プリンスリーグ（東側コート） 得点係り

東部⽀部２ 中部⽀部５
10 13:25 Ｄ ⻄部⽀部４ vs

中部⽀部１ ⻄部⽀部３ 13:00 Ｃ 中部⽀部５
vs 東部⽀部３ 中部⽀部６Ｄ 中部⽀部６

9 13:00 Ｃ

11 13:50 Ｃ ⻄部⽀部３
中部⽀部２ ⻄部⽀部４ 13:25

中部⽀部１ vs 東部⽀部２ 東部⽀部２vs 中部⽀部５ 中部⽀部５ 13:50 Ｃ
vs 東部⽀部３ 東部⽀部３

13 14:40 Ｃ ⻄部⽀部３
中部⽀部６ 中部⽀部６ 14:15 Ｄ 中部⽀部２12 14:15 Ｄ ⻄部⽀部４ vs

中部⽀部１ vs 中部⽀部５ 中部⽀部１vs 東部⽀部２ ⻄部⽀部３ 14:40 Ｃ
vs 中部⽀部６ 中部⽀部２

15 15:30 3位 vs
東部⽀部３ ⻄部⽀部４ 15:05 Ｄ 中部⽀部２14 15:05 Ｄ ⻄部⽀部４ vs

Ｃ４位
16 15:55 1位 vs Ｄ１位 15:55

Ｄ３位 15:30 4位 vs
2位 vs Ｃ２位

プ
レ
ミ
ア
リ
ー
グ

Aブロック ⻄部⽀部１ ⻄部⽀部５ 中部⽀部３ 失点 点差 順位
⻄部⽀部１

中東⽀部１ 勝点 勝 負 引分 得点

⻄部⽀部５
中部⽀部３

順位Bブロック ⻄部⽀部２ 中⻄⽀部１ 中部⽀部４ 東部⽀部１ 勝点 勝
中東⽀部１

負 引分 得点 失点 点差

中⻄⽀部１
⻄部⽀部２

中部⽀部４
東部⽀部１

プ
リ
ン
ス
リ
ー
グ

Ｃブロック ⻄部⽀部３ 中部⽀部１ 中部⽀部５ 東部⽀部２

中部⽀部１
中部⽀部５

点差 順位
⻄部⽀部３

勝点 勝 負 引分 得点 失点

東部⽀部２
⻄部⽀部４ 中部⽀部２ 中部⽀部６ 東部⽀部３ 勝点 順位

⻄部⽀部４
勝 負 引分 得点 失点 点差Ｄブロック

中部⽀部６
中部⽀部２

東部⽀部３



⽇時　　 ２０２１年１２⽉２５⽇(⼟)

会場 さわやかアリーナ袋井市総合体育館

参加チーム（ブロック分け） 各⽀部参加枠（⻄部⽀部︓4、中⻄⽀部︓2、中部⽀部︓6、中東⽀部︓1、東部⽀部︓3）

＊得点係りをお願いいたします。1名以上でオフィシャル席にて得点等の管理をお願いします。
＊第１・２試合で試合を⾏う⻄部、中⻄、中部⽀部からの参加チームは７︓１５集合で各チーム２名の会場準備をお願いします。
＊⽚付けのお願い＞第１６試合の４チームにお願いします。終了次第放送でご案内いたします。

試合⽇程 試合時間︓8分-１分-8分

Ａ３位 Ｂ３位 Ａ４位 Ｂ４位

Ａ１位 Ｂ１位 Ａ２位 Ｂ２位

Ｃ３位 Ｄ３位 Ｃ４位 Ｄ４位

Ｃ１位 Ｄ１位 Ｃ２位 Ｄ２位

結果表

第６回　Ｕ－１１静岡県フットサル交流⼤会

プレミアリーグ Ａブロック ⻄部⽀部１ 中⻄⽀部１ 中部⽀部３ 中東⽀部１
Ｂブロック ⻄部⽀部２ 中部⽀部１ 中部⽀部４ 東部⽀部１

得点係り

プリンスリーグ Ｃブロック ⻄部⽀部３ 中⻄⽀部２ 中部⽀部５ 東部⽀部２
Ｄブロック ⻄部⽀部４ 中部⽀部２ 中部⽀部６ 東部⽀部３

A ⻄部⽀部１ vs 中⻄⽀部１
順　番 時　間 ブロック プレミアリーグ（⻄側コート） 得点係り 時　間 ブロック プレミアリーグ（東側コート）

中東⽀部１ 中部⽀部３
2 9:25 B ⻄部⽀部２ vs

⻄部⽀部１ 9:00 A 中部⽀部３ vs
vs 東部⽀部１ 中部⽀部４B 中部⽀部４

1 9:00

3 9:50 A ⻄部⽀部１ vs
中部⽀部１ ⻄部⽀部２ 9:25

vs 中東⽀部１ 中東⽀部１
4 10:15 B ⻄部⽀部２

中部⽀部３ 中部⽀部３ 9:50 A 中⻄⽀部１
中部⽀部１ vs 東部⽀部１ 東部⽀部１vs 中部⽀部４ 中部⽀部４ 10:15 B

vs 中部⽀部３ 中⻄⽀部１A 中⻄⽀部１
6 11:05 B ⻄部⽀部２

中東⽀部１ ⻄部⽀部１ 10:405 10:40 A ⻄部⽀部１ vs
中部⽀部１ vs 中部⽀部４ 中部⽀部１vs 東部⽀部１ ⻄部⽀部２ 11:05 B

Ａ４位
8 11:55 1位 vs Ｂ１位 11:55 2位

Ｂ３位 11:30 4位 vs7 11:30 3位 vs
vs

⻄部⽀部３ vs vs

Ａ２位
順　番 時　間 ブロック プリンスリーグ（⻄側コート） 得点係り 時　間 ブロック プリンスリーグ（東側コート） 得点係り

東部⽀部２ 中部⽀部５
10 13:25 Ｄ ⻄部⽀部４ vs

中⻄⽀部２ ⻄部⽀部３ 13:00 Ｃ 中部⽀部５
vs 東部⽀部３ 中部⽀部６Ｄ 中部⽀部６

9 13:00 Ｃ

11 13:50 Ｃ ⻄部⽀部３
中部⽀部２ ⻄部⽀部４ 13:25

中⻄⽀部２ vs 東部⽀部２ 東部⽀部２vs 中部⽀部５ 中部⽀部５ 13:50 Ｃ
vs 東部⽀部３ 東部⽀部３

13 14:40 Ｃ ⻄部⽀部３
中部⽀部６ 中部⽀部６ 14:15 Ｄ 中部⽀部２12 14:15 Ｄ ⻄部⽀部４ vs

中⻄⽀部２ vs 中部⽀部５ 中⻄⽀部２vs 東部⽀部２ ⻄部⽀部３ 14:40 Ｃ
vs 中部⽀部６ 中部⽀部２

15 15:30 3位 vs
東部⽀部３ ⻄部⽀部４ 15:05 Ｄ 中部⽀部２14 15:05 Ｄ ⻄部⽀部４ vs

Ｃ４位
16 15:55 1位 vs Ｄ１位 15:55

Ｄ３位 15:30 4位 vs
2位 vs Ｃ２位

プ
レ
ミ
ア
リ
ー
グ

Aブロック ⻄部⽀部１ 中⻄⽀部１ 中部⽀部３ 失点 点差 順位
⻄部⽀部１

中東⽀部１ 勝点 勝 負 引分 得点

中⻄⽀部１
中部⽀部３

順位Bブロック ⻄部⽀部２ 中部⽀部１ 中部⽀部４ 東部⽀部１ 勝点 勝
中東⽀部１

負 引分 得点 失点 点差

中部⽀部１
⻄部⽀部２

中部⽀部４
東部⽀部１

プ
リ
ン
ス
リ
ー
グ

Ｃブロック ⻄部⽀部３ 中⻄⽀部２ 中部⽀部５ 東部⽀部２

中⻄⽀部２
中部⽀部５

点差 順位
⻄部⽀部３

勝点 勝 負 引分 得点 失点

東部⽀部２
⻄部⽀部４ 中部⽀部２ 中部⽀部６ 東部⽀部３ 勝点 順位

⻄部⽀部４
勝 負 引分 得点 失点 点差Ｄブロック

中部⽀部６
中部⽀部２

東部⽀部３


