
第6回3年⽣フットサル⼤会結果報告

優　勝 優　勝
準優勝 準優勝
三　位 草加両新田FC 三　位 清新FC
敢闘賞　（決勝リーグ　4位） 敢闘賞　（決勝リーグ　4位）

敢闘賞　（２位リーグ　1位） 敢闘賞　（２位リーグ　1位）
敢闘賞　（２位リーグ　2位） 敢闘賞　（２位リーグ　2位）

敢闘賞　（３位リーグ　1位） 敢闘賞　（３位リーグ　1位）

敢闘賞　（４位リーグ　1位） 敢闘賞　（４位リーグ　1位）

〜午前の部〜

決勝リーグ (予選１位） 予選２位

予選３位 予選４位

〜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

ヴァリアンツ 吉井 ナツキ えどそらFC マツモト ハルキ 高砂イレブン 飯島梓羽 綾南FC スギウラ タクミ 千寿常東 ニシ ユウキ 流⼭隼少年 尾谷 温之助

小菅SC ミワ リョウタロウ えどそらFC カワハラ シュウ 東伊興 クニイ サトキ 綾南FC ヨシザワ シュンタ 千寿常東 根本 隼 流⼭隼少年 石井 瑛翔

FC⻄新井Jr アサ ユウガ 草加両新田 佐藤　航 FC.VEARE サイトウ セリト 臨海⼩SC ムロイ ダイチ

FC85 武藤 リク FC⻄新井Jr ヨダ ジョウジ 清新FC 槇原 悠翔 新浜FC 宮田 祐希 ペガサスJFC 田村 永遠 八潮メッツ キムラ ナオヒロ

FC左近 アンラク マサト KSC加平 酒井 トア トネリエルフ 清水 柔皇 新浜FC 細川 真緒 ペガサスJFC 森 大都 八潮メッツ ⻄村 ヒロト

FC左近 ヨシハシ シュント KSC加平 竹内 大和 トネリエルフ カトウ タイガ FC高津 遠山 トウヤ

千寿常東小学校FC B KSC加平SSS B

優秀選手賞

FC左近 BNPO小菅SC

千寿常東小学校FC

流⼭隼少年SC A

峡田ヴァリアンツ
えどそらFC　A

4 -1 2●2-5 〇3-1 △1-1

△1-1 4 -3 3●0-4 〇3-2

●1-39 1 トネリエルフA

予選リーグ

順位リーグ

予選リーグ

順位リーグ

-6 4 新浜FCAFC⻄新井 △1-1 ●0-4 ●0-2 1

0 2 ペガサスA八潮B 〇1-0 ●0-3 〇2-0 6

0 -4 4●0-1 ●2-3

KSC加平A ●1-3 ●0-1 △1-1

ペガサスB 〇3-1 〇3-0 〇4-0 9

-3 3 FC左近B1 ○5-2 9 8

-2 3●1-5 ●2-3 〇4-1 3

新浜FCA 勝点 得失 順位FC左近B トネリエルフA ペガサスA

1〇1-0 〇4-0

C面 D面
KSC加平A ペガサスB 八潮B FC⻄新井 勝点 得失 順位

KSC加平B ●1-4 ●0-1 △0-0 1 -4 4

トネリエルフＢ

八潮A

1

清新FC ●0-2 △1-1 △0-0 2 -2 3

FC高津 〇2-1 〇3-1 〇3-2 9

-7 4●0-2 ●1-3 ●1-4 0

FC左近A △0-0 △1-1 〇1-0 5 1 2

新浜FCB

得失

4

順位

FC85 △0-0 〇2-0 ○4-1 7 5 1

新浜FCB FC高津 トネリエルフＢ 八潮A 勝点

5 2●1-2 〇2-0 〇5-1 6

A面 B面
FC85 FC左近A 清新FC KSC加平B 勝点 得失 順位

●0-3 〇2-1 -2 2

●1-2 -1 3

清新FC 〇7-1 〇2-1 〇6-2 11

八潮B 〇3-0 ●1-3 ●2-6 -3

〇1-0 ○1-0 〇3-0 5 1

-2 4

トネリエルフB 〇2-1 〇3-1 ●1-2 2 2 加平SSS

4 新浜FCA ●0-1 ●2-3 △1-1

FC⻄新井 八潮A 得失 順位

ペガサスA ●1-2 ●0-3 ●1-7 -10

ペガサスA トネリエルフB 八潮B 清新FC 得失 順位 新浜FCA 加平SSS勝点

-23 4

C面 D面

FC85 〇6-0 〇3-2 〇7-0 14 01 トネリエルフA ●0-10 ●0-6

6 3

8 1

FC左近 ●0-2 〇1-0 ●0-7 -8 4 ペガサスB

2 FC左近A ○1-0 〇1-0 〇6-0新浜FCB 〇5-1 ●0-1 ●2-3 2

9 2

得失 順位

KSC加平 ●1-5 〇2-0 ●0-6 -8 3 FC高津

順位 FC高津 FC左近A ペガサスB トネリエルフA

A面 B面
KSC加平 新浜FCB FC左近 FC85 得失

41 八潮A △1-19

33 FC⻄新井 〇3-2 ●0-1

9

3

1

6

0

勝点

●1-5 〇1-0

4

9

9

3

3

3

勝点 勝点

4

△2-2 ●0-1 〇7-0

●0-7

●0-1 △2-2 〇10-0

●0-1 2 -1 4

高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ●1-7 ●2-3 ●1-8 0

4 3 流⼭隼Ｂ △1-1 △2-2

3 -5 3-14 4 FC⻄新井 ●0-2

えどそらＢ ●2-4 ●1-2 〇8-1 3

1 2 臨海⼩

1

東伊興 ●1-2 〇2-1 〇3-2 6

9 1 小菅SC 〇2-1 △1-1

〇5-1 4 3 2●1-2 △2-2

千寿常東A 〇2-1 〇4-2 〇7-1 9

得失 順位

-4●0-5 ●0-6 0 -14 4

○2-0 7 3

4

C面 D面
千寿常東A 東伊興 えどそらＢ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 勝点

綾南Ａ ●0-1 ●1-2 ●0-2 0

FC⻄新井 勝点 得失 順位小菅SC 臨海⼩ 流⼭隼Ｂ

千寿常東Ｂ ●0-3

綾南Ｂ

7 1

ヴァリアンツ △2-2 ●0-2 〇6-0 4 4 2

流⼭隼A 〇1-0 〇5-0 〇2-1 9

-3 3△2-2 ●0-5 〇2-0 4

えどそらＡ 〇3-0 〇2-0 〇5-0 9 10 1

FC.VEARE

得失 順位

草加両新田 ●0-3 △2-2 ○3-0 4 0 3

FC.VEARE 流⼭隼A 綾南Ｂ 綾南Ａ 勝点

0 2●0-1 △2-2 〇1-0 4

FC⻄新井 ●0-2 ●1-4

A面 B面
草加両新田 えどそらＡ ヴァリアンツ 千寿常東Ｂ 勝点 得失 順位

〇2-1 6 5 2

えどそらＢ ●0-9 ●1-5 〇2-1

0 -10 4 綾南Ａ 〇5-0 ●0-1

●1-2 0 -6 43 -12 3

綾南Ｂ ●0-6 ●0-3 ●1-2

6 2 2 千寿常東Ｂ

-6 3

綾南Ｂ ●0-5 〇3-0 〇5-1

9 20 1 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ●0-3

○1-0 〇4-1 9 7 1〇3-0

ヴァリアンツ 〇5-0 〇6-0 〇9-0

勝点 得失 順位

6●0-5 ●0-5 0 -17

●0-5 〇2-0 3

綾南Ａ FC⻄新井 勝点

草加両新田 ●0-7

C面 D面
ヴァリアンツ 綾南Ｂ 流⼭隼Ｂ えどそらＢ

4 流⼭隼A 6 2〇2-0 ●1-2 〇5-0

得失 順位高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 千寿常東Ｂ

9 13 1

草加両新田 △1-1 〇4-1 〇5-0 7 8

2 えどそらＡ ○3-1 〇10-0 〇2-1

0 -17 4●0-2 ●0-10 ●0-5

FC.VEARE 〇5-0 ●1-4 〇5-0 6 7

3 東伊興

1 臨海⼩

臨海⼩ 流⼭隼A

FC85
FC左近 A

FC高津

FCペガサスJr B

千寿常東A ●0-5 △1-1 〇7-0 4 2

順位

3 -2 3●1-3 〇2-0 ●0-2

FC.VEARE 新浜FC B

午前の部 午後の部

2018年10⽉21⽇(⽇) 舎⼈プレイグランド

A面 B面
千寿常東A FC.VEARE 草加両新田 小菅SC 勝点 得失 勝点 得失 順位東伊興 えどそらＡ


