
主　催： デランテロ フットボールアカデミー

協　賛： 株式会社アクオレ

後　援： 北國新聞社

協　力： 株式会社石川スポーツキャンプ

　第５回　アクオレカップ　２０１５　ｉｎ ＩＳＩＫＡＷＡ

http://www.spo-camp.com/wp/wp-content/uploads/2013/06/IMG_9289.jp


☆U-１２
・伊丹FCジュニア（兵庫） ・エスペリオFC（石川）

・フォスター箕面彩都FC（大阪） ・クレセールFC（石川）

・FC TIAMO交野（大阪） ・セブン能登ジュニア（石川）

・グランザス黒部FC（富山） ・美川FCジュニア（石川）

・ARTISTA JFC（長野） ・大徳サッカースポーツ少年団（石川）

・FCジュニオール（滋賀） ・フェルボローザV・FC（石川）

・額サッカースポーツ少年団（石川）

・鹿西サッカースポーツ少年団（石川）

・松任中央サッカースポーツ少年団（石川）

・金沢南ジュニアサッカークラブ（石川）

・デランテロ（石川）

☆U-１０
・伊丹FCジュニア（兵庫） ・クレセールFC（石川）

・フォスター箕面彩都FC（大阪） ・セブン能登ジュニア（石川）

・グランザス黒部FC（富山） ・大徳サッカースポーツ少年団（石川）

・ARTISTA JFC（長野） ・FC北陸ジュニア（石川）

・FCジュニオール（滋賀） ・白山FCボーイズ（石川）

・ヌドゥグラティ三条（新潟） ・富陽サッカークラブ（石川）

・川北FCジュニア（石川）

・デランテロ（石川）

☆U-８
・アルチ富山（富山） ・FC北陸ジュニア（石川）

・森本サッカースポーツ少年団（石川） ・クレセールFC（石川）

・額サッカースポーツ少年団（石川） ・大徳サッカースポーツ少年団（石川）

・FCパレット（石川） ・太白台FC（石川）

・セブン能登ジュニア（石川） ・デランテロ（石川）

協賛一覧 （50音順）

・㈲伊藤総合保険事務所 ・池上　三宏 ・小中　真道

・㈲伊徳工芸 ・伊藤　正律 ・小谷内　陽平

・イレブンストア ・江下　保志 ・大海　一郎

・おみやげ処 なまこや ・太田　均 ・樋口　毅彦

・木野建設株式会社 ・奥田　真也 ・久田　浩崇

・真田そろばん塾 ・河崎　康弘 ・細畑　浩行

・㈲ナカヨシ鈑金塗装 ・川端　崇文 ・松村　諒馬

・能登料理処 海ごちそう ・北川　明夫 ・南　靖一

・ハクイ電材㈱ ・木野　市一 ・宮丸　充

・農事組合法人 蓮だより ・古田　史朗 ・山下　宏記

・㈱北陸宅配サービス ・五島　豪士 ・米田　学

・小上防　真也

大会出場チーム一覧



試合や他チームとの交流を通して選手・チームが成長すること。また、広くフットボールを理解し

選手・指導者・保護者が互いに向上と交流を図ることも目的とする。

デランテロフットボールアカデミー

株式会社アクオレ

北國新聞社、ラジオかなざわ

株式会社石川スポーツキャンプ

平成２７年８月１４日（金）～８月１６日（日）　8/14は交流戦

和倉温泉能登島サッカー場（人工芝２面）＜石川県七尾市能登島向田町馬付ヶ谷内31＞

宿泊チーム　10,000円　日帰りチーム12,000円　※複数チーム参加の場合も1チームずつ参加費がかかります。

U-12は最大１６チーム　　U-10は最大１６チーム

　※参加多数の場合は①宿泊チームを優先、②先着順とさせて頂きます。

④U10・U12は６８ｍ×５０ｍを１つのコートとして使用する。

⑤試合時間はU-1２は３０分(15-5-15)・U-10は２４分(12-5-12)で行う。

審判は３人制を採用します。(審判協力をお願いします。)なお、審判服の着用は必要ありません。

上位入賞チームにトロフィと賞状を授与する。協賛の株式会社アクオレより賞品を贈呈する。

大会初日（14日）の夕方に各チームのＧＫを対象にＧＫスクールを開催！

①怪我などの対応は本部ではしません。各チームで責任をもってお願いします。

③施設・設備・備品等を損傷した場合は現状に回復するか、その損害を賠償しなければならない。

ＴＥＬ　０９０－８９６７－５２２８ 　ＦＡＸ　０７６－２５８－５１８４

Email　 delantero2007@gmail.com

Email　 arakida@alpha.ocn.ne.jp

代表　荒木田　丈

①日本サッカー協会の「サッカー競技規則」による。

参加チーム数に応じて組合せを決定する。試合数は２日間で６試合は保証します。

デランテロＦＡ

ユニホーム：

その他　：

⑤施設内における車両事故や盗難事故について、主催者は一切の責任を負わない。

④以下のマナー、ルールを遵守すること。

イベント：

②U-10・U-12は8人制で行うものとする。

能登島民宿 1泊2食　小学生5,800円　大人6,500円（税込)　　※宿泊先にて直接お支払いください。

懇親会　：

審　　判：

競技規則：

正・副の2着を用意し、事前に当該チームにおいて決定しておくこととする。(副はビブス可)

和倉温泉 1泊2食　小学生6,000～7,500円　大人6,500～8,000円（税込)

（ただし宿泊場所は主催者側で割り振りをさせてもらいます。ご要望があれば申込書に記入して下さい。）

表　　彰：

後　　援：

協　　賛：

参加費　：

協　　力：

問い合わせ：

競技方法：

募集ﾁｰﾑ：

弁　　当：

宿　　泊：

　　1.衣服を脱いでの観戦、移動は慎む  2.挨拶の励行  3.ピッチ外でもフェアプレーを心掛ける

②ゴミは必ず各自で持ち帰らなくてはならない。

第５回　アクオレ カップ 2015　開催要項

趣　　旨：

期　　日：

会　　場：

主　　催：

③交代は制限しないものとする。

670円（税込）　

８月1５日（土）１９：００～　場所は『ひょっこり温泉島の湯』
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ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判 ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判

U12 1 ー 当該 U12 2 ー 当該

U12 5 ー 当該 U12 6 ー 当該

U12 9 ー 当該 U12 10 ー 当該

U12 13 ー 当該 U12 14 ー 当該

U12 17 ー 当該 U12 18 ー 当該

U12 21 ー 当該 U12 22 ー 当該

U12 25 ー 当該 U12 26 ー 当該

U12 29 ー 当該 U12 30 ー 当該

U12 33 ー 当該 U12 34 ー 当該

U12 37 ー 当該

U12 40 ー 当該

ー 当該

ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判 ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判

U10 3 ー 当該 U10 4 ー 当該

7 ー 当該 U10 8 ー 当該

U10 11 ー 当該 U10 12 ー 当該

U12 15 ー 当該 U10 16 ー 当該

U10 19 ー 当該 U10 20 ー 当該

U10 23 ー 当該 U10 24 ー 当該

U12 27 ー 当該 U10 28 ー 当該

U12 31 ー 当該 U10 32 ー 当該

U12 35 ー 当該 U10 36 ー 当該

U12 38 ー 当該 U10 39 ー 当該

41 ー 当該 42 ー 当該

8/14

【交流戦】

ピッチ： A ピッチ： B(金)

対　　　　戦 対　　　　戦
10:00 ﾌｫｽﾀｰA セブン能登 ﾌｫｽﾀｰB ﾃﾞﾗﾝﾃﾛA

10:40 FC北陸A 金沢南 FC北陸B ﾃﾞﾗﾝﾃﾛB

11:20 伊丹Ａ ｱﾙﾃｨｽﾀ 伊丹Ｂ TIAMO交野

12:00 ﾌｫｽﾀｰA 金沢南 セブン能登 ﾃﾞﾗﾝﾃﾛA

12:40 ﾌｫｽﾀｰB TIAMO交野 伊丹Ａ FC北陸B

13:20 ｱﾙﾃｨｽﾀ FC北陸A 伊丹Ｂ ﾃﾞﾗﾝﾃﾛB

14:00 伊丹Ａ TIAMO交野 金沢南 ﾃﾞﾗﾝﾃﾛA

14:40 伊丹Ｂ FC北陸A ｱﾙﾃｨｽﾀ ﾃﾞﾗﾝﾃﾛB

16:40 伊丹Ａ TIAMO交野 16:00～17:30

講師:花田大樹（伊丹FC･GKコーチ）

15:20 伊丹Ａ 金沢南 TIAMO交野 FC北陸B

16:00 伊丹Ｂ ﾃﾞﾗﾝﾃﾛA ＧＫ講習会

8/14

【交流戦】

ピッチ： C ピッチ： D(金)

対　　　　戦 対　　　　戦

10:00 ｾﾌﾞﾝ能登 ｴｽﾍﾟﾘｵ フォスター ﾃﾞﾗﾝﾃﾛA

10:40 川北 ﾃﾞﾗﾝﾃﾛB

11:20 ｾﾌﾞﾝ能登 フォスター ｱﾙﾃｨｽﾀ ﾃﾞﾗﾝﾃﾛA

12:00 FC北陸A ﾃﾞﾗﾝﾃﾛB ｴｽﾍﾟﾘｵ 川北

12:40 伊丹Ａ 伊丹Ｂ ｱﾙﾃｨｽﾀ ﾃﾞﾗﾝﾃﾛB

13:20 川北 フォスター ｾﾌﾞﾝ能登 ﾃﾞﾗﾝﾃﾛA

14:00 ﾌｫｽﾀｰA FC北陸B ｴｽﾍﾟﾘｵ ｱﾙﾃｨｽﾀ

14:40 ﾌｫｽﾀｰB ｾﾌﾞﾝ能登 フォスター ﾃﾞﾗﾝﾃﾛB

15:20 ﾌｫｽﾀｰA ﾃﾞﾗﾝﾃﾛA ｴｽﾍﾟﾘｵ ﾃﾞﾗﾝﾃﾛA

16:00 ﾌｫｽﾀｰB ｱﾙﾃｨｽﾀ ｱﾙﾃｨｽﾀ フォスター

16:40



ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判 ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判

U12 ー 鹿西 U12 ー 本部

U12 ー ｴｽﾍﾟ U12 ー 本部

U12 ー 伊Ａ U12 ー TIA

U10 ー 本部 U10 ー 本部

U10 ー 北陸 U10 ー 本部

U12 F ー 当該 U12 F ー 当該

U12 ー ｼﾞｭﾆ U12 ー 本部

U12 ー 本部 U12 ー ﾌｪﾙ

U10 ー 本部 U10 ー 大徳

U10 ー ﾇﾄﾞｩ U10 ー 本部

U12 ー 額 U12 ー 本部

U12 ー 本部 U12 ー 本部

U12 ー 伊Ｂ U12 ー ｾﾌﾞﾝ

U10 ー ｼﾞｭﾆ U10 ー 川北

U10 ー 本部 U10 ー 富陽

ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判 ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判

U12 ー 本部 U12 ー 松任

U12 ー 本部 U12 ー 金沢南

U10 F ー 当該 U12 F ー 当該

U10 ー 本部 U10 ー ｸﾞﾗﾝ

U10 ー 本部 U10 ー 白山

U12 ー ﾌｫA U12 ー ｱﾙﾃｨ

U12 ー ｸﾚｾ U12 ー 本部

U12 ー 本部 U12 ー 美川

U10 ー ﾌｫｽ U10 ー ｸﾚｾ

U10 ー 伊A U10 ー ｾﾌﾞﾝ

U12 ー 本部 U12 ー ｸﾞﾗﾝ

U12 ー 大徳 U12 ー ﾌｫB

U12 F ー 当該 U10 F ー 当該

U10 ー 本部 U10 ー ｱﾙﾃｨ

U10 ー 本部 U10 ー 伊B

16:40

8/15

【予選リーグ】

ピッチ： A ピッチ： B(土)

対　　　　戦 対　　　　戦

8:50 ｴｽﾍﾟﾘｵ ｾﾌﾞﾝ能登 伊丹Ａ クレセール

9:28 TIAMO交野 鹿西SSS ｸﾞﾗﾝｻﾞｽ 額SSS

10:06 ｼﾞｭﾆｵｰﾙ 金沢南 ﾌｫｽﾀｰＢ ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＢ

10:44 白山ＦＣ ｾﾌﾞﾝ能登 伊丹Ａ ＦＣ北陸

11:16 ｸﾞﾗﾝｻﾞｽ 川北ＦＣ フォスター クレセール

11:48 ｱﾙﾃｨｽﾀ ｼﾞｭﾆｵｰﾙ 金沢南 ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＡ

12:26 美川ＦＣ ﾌｪﾙﾎﾞﾛｰｻﾞ ﾌｫｽﾀｰＡ 大徳SSS

13:04 ｱﾙﾃｨｽﾀ 伊丹Ｂ 松任中央 ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＡ

13:42 ＦＣ北陸 ｾﾌﾞﾝ能登 伊丹Ａ 白山ＦＣ

14:14 ｸﾞﾗﾝｻﾞｽ クレセール フォスター 川北ＦＣ

14:46 伊丹Ａ ｾﾌﾞﾝ能登 ｴｽﾍﾟﾘｵ クレセール

15:24 額SSS 鹿西SSS TIAMO交野 ｸﾞﾗﾝｻﾞｽ

16:02 ﾌｫｽﾀｰＢ 金沢南 ｼﾞｭﾆｵｰﾙ ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＢ

16:40 白山ＦＣ ＦＣ北陸 伊丹Ａ ｾﾌﾞﾝ能登

17:12 クレセール 川北ＦＣ フォスター ｸﾞﾗﾝｻﾞｽ

8/15

【予選リーグ】
ピッチ： C ピッチ： D(土)

対　　　　戦 対　　　　戦

8:50 大徳SSS ﾌｪﾙﾎﾞﾛｰｻﾞ ﾌｫｽﾀｰＡ 美川ＦＣ

9:28 ｱﾙﾃｨｽﾀ 松任中央 伊丹Ｂ ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＡ

10:06 大徳SSS クレセール 額SSS 美川ＦＣ

伊丹Ｂ 富陽ＳＣ ﾇﾄﾞｩｸﾞﾗﾃｨ ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＡ10:44

11:16 ｱﾙﾃｨｽﾀ 大徳SSS ｼﾞｭﾆｵｰﾙ ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＢ

11:48 クレセール ｾﾌﾞﾝ能登 伊丹Ａ ｴｽﾍﾟﾘｵ

12:26 TIAMO交野 額SSS ｸﾞﾗﾝｻﾞｽ 鹿西SSS

13:04 ｼﾞｭﾆｵｰﾙ ﾌｫｽﾀｰＢ 金沢南 ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＢ

伊丹Ｂ ﾇﾄﾞｩｸﾞﾗﾃｨ 富陽ＳＣ ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＡ

14:14 ｱﾙﾃｨｽﾀ ｼﾞｭﾆｵｰﾙ 大徳SSS ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＢ

13:42

16:02 TIAMO交野 ｴｽﾍﾟﾘｵ ｱﾙﾃｨｽﾀ ｼﾞｭﾆｵｰﾙ

14:46 大徳SSS 美川ＦＣ ﾌｫｽﾀｰＡ ﾌｪﾙﾎﾞﾛｰｻﾞ

15:24 伊丹Ｂ 松任中央 ｱﾙﾃｨｽﾀ ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＡ

17:12 ｼﾞｭﾆｵｰﾙ 大徳SSS ｱﾙﾃｨｽﾀ ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＢ

ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＡ伊丹Ｂ富陽ＳＣﾇﾄﾞｩｸﾞﾗﾃｨ



ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判 ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判

U10 T1 ー D2位 U10 T2 ー C2位

U10 S1 ー D4位 U10 S2 ー C4位

U12 F1 ー A4位 U12 F2 ー B4位

U12 G1 ー 本部 U12 G2 ー 本部

U12 H1 ー A2位 U12 H6 ー B2位

U10 S5 ー 本部 U10 S6 ー 本部

U10 S7 ー S5負 U10 S8 ー S6負

U12 G5 ー 本部 U12 G6 ー 本部

U12 G7 ー G5負 U12 G8 ー G6負

U10 S11 ー 本部 U10 S12 ー 本部

U10 T11 ー 本部 U10 T12 ー 本部

U12 F11 ー 本部 U12 F12 ー 本部

U12 G11 ー H2負 U12 G12 ー H5負

U12 H3 ー G11負 U12 H4 ー G12負

ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判 ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判

U10 T3 ー B2位 U10 T4 ー A2位

U10 S3 ー B4位 U10 S4 ー A4位

U12 F3 ー C4位 U12 F4 ー D4位

U12 G3 ー 本部 U12 G4 ー 本部

U10 T5 ー S1負 U10 T6 ー S2負

U10 T7 ー T5負 U10 T8 ー T6負

U12 F5 ー H1負 U12 F6 ー H6負

U12 F7 ー F5負 U12 F8 ー F6負

U12 H2 ー F7負 U12 H5 ー F8負

U10 S9 ー T7負 U10 S10 ー T8負

U10 T9 ー S9負 U10 T10 ー S10負

U12 F9 ー 本部 U12 F10 ー 本部

U12 G9 ー 本部 U12 G10 ー 本部
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【順位トーナメント】

ピッチ： A ピッチ： B(日)

対　　　　戦 対　　　　戦

8:30

9:02

9:34

10:12

10:50

11:28

12:00

12:32

13:10

13:48

14:20

14:52

15:30

8/17

【順位トーナメント】
ピッチ： C ピッチ： D(日)

対　　　　戦 対　　　　戦

16:08

8:30

9:02

9:34

10:12

12:32

10:50

11:22

14:52

15:30

14:20

13:10

13:48

11:54
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Ｖグループ 伊丹ＦＣ・Ａ
白山ＦＣ
ボーイズ

ＦＣ北陸 セブン能登 勝点 得点 失点 差 順位

伊丹ＦＣ・Ａ
ー

白山ＦＣ
ボーイズ

ー ー

ー ー ー

ＦＣ北陸
ー ー ー

セブン能登
ー

デランテロ
Ａ

勝点 得点 失点 差 順位

ー ー

Ｗグループ
ﾇﾄﾞｩｸﾞﾗﾃｨ
三条

伊丹ＦＣ・Ｂ 富陽ＳＣ

ﾇﾄﾞｩｸﾞﾗﾃｨ
三条

ー ー ー

伊丹ＦＣ・Ｂ
ー ー ー

富陽ＳＣ
ー ー ー

デランテロ
Ａ

ー ー ー

得点 失点 差 順位

フォスター
箕面

Ｘグループ
フォスター
箕面

ｸﾞﾗﾝｻﾞｽ
黒部

クレセール 川北ＦＣ 勝点

ー ー ー

ｸﾞﾗﾝｻﾞｽ
黒部

ー ー ー

クレセール
ー ー ー

川北ＦＣ
ー ー ー



デランテロＢ 勝点 得点 失点 差 順位Ｙグループ
アルティス

タ
ｼﾞｭﾆｵｰﾙ 大徳

アルティス
タ

ー ー ー

ｼﾞｭﾆｵｰﾙ
ー ー ー

大徳
ー ー ー

デランテロＢ
ー ー ー

３決

S11
S7 S8

S1 S2 S3

順位決定トーナメント 第５回アクオレカップ2015　Ｕ１０

S12
上位トーナメント

決勝

S4

A１位 Ｄ２位 B１位 Ｃ２位 Ｃ１位 Ｂ２位 Ａ２位 Ｄ１位

下位トーナメント
T12

９決

１１決

T11
T7

S5 S6

S9

７決

５決
S10

T8

T1 T2 T3 T4

Ａ３位 Ｄ４位 Ｃ４位 Ｂ３位 Ｃ３位

１５決

１３決
T10

Ｂ４位 Ａ４位 Ｄ３位

T5 T6

T9



試合や他チームとの交流を通して選手・チームが成長すること。また、広くフットボールを理解し

選手・指導者・保護者が互いに向上と交流を図ることも目的とする。

デランテロフットボールアカデミー

株式会社アクオレ

北國新聞社、ラジオかなざわ

株式会社石川スポーツキャンプ

U８の部/平成２７年８月１５日（土）　

和倉温泉能登島サッカー場（フットサルコート２面）＜石川県七尾市能登島向田町馬付谷内31＞

5,０００円(１チーム) 　※複数チーム参加の場合も１チーム5,000円でお願いします。　

・U-８の部（８歳以下の児童）　※試合中は常時指導しうる責任ある指導者が帯同すること。

U-８は最大１６チーム　　

④試合時間は参加チーム数によって決定します。基本は20分（１０－３－１０）。

審判は1人制を採用します。(審判協力をお願いします。)

①怪我などの対応は本部ではしません。各チームで責任をもってお願いします。

③施設・設備・備品等を損傷した場合は現状に回復するか、その損害を賠償しなければならない。

ＴＥＬ　０９０－８９６７－５２２８ 　ＦＡＸ　０７６－２５８－５１８４

Email　 delantero2007@gmail.com

Email　 arakida@alpha.ocn.ne.jp

能登島民宿 1泊2食　小学生5,800円　大人6,500円（税込)　　※宿泊先にて直接お支払いください。

和倉温泉 1泊2食　小学生6,000～7,500円　大人6,500～8,000円（税込)

第５回　アクオレ カップ 2015　開催要項

趣　　旨：

主　　催：

協　　賛：

後　　援：

協　　力：

参加資格：

期　　日：

会　　場：

参加費　：

宿　　泊：

（ただし宿泊場所は主催者側で割り振りをさせてもらいます。ご要望があれば申込書に記入して下さい。）

弁　　当： 670円（税込）　

懇親会　： なし

②ゴミは必ず各自で持ち帰らなくてはならない。

募集ﾁｰﾑ：

競技方法： 参加チーム数に応じて組合せを決定する。

競技規則： ①日本サッカー協会の「フットサル競技規則」による。

②試合は５人制で行うものとする。

③交代は制限しないものとする。

審　　判：

ユニホーム： 正・副の2着を用意し、事前に当該チームにおいて決定しておくこととする。(副はビブス可)

その他　：

④以下のマナー、ルールを遵守すること。

　　1.衣服を脱いでの観戦、移動は慎む  2.挨拶の励行  3.ピッチ外でもフェアプレーを心掛ける

⑤施設内における車両事故や盗難事故について、主催者は一切の責任を負わない。

問い合わせ： デランテロＦＡ 代表　荒木田　丈



Ｄ３位

Ｃ３位
F6

Ｂ３位
F4 F5

失点 差 順位

Ａ３位
F1 F2 F3

５決
E10

９～１２位リーグ

順位リーグ Ａ３位 Ｂ３位 Ｃ３位 Ｄ３位

Ａ２位

勝点 得点

Ｄ１位

E5 E6

E9

７決

E1 E2 E3 E4

A１位 Ｄ２位 B１位 Ｃ２位 Ｃ１位 Ｂ２位

E12
１～８位トーナメント 決勝

３決

E11
E7 E8

ー ー ー ー

順位決定トーナメント 第５回アクオレカップ2015　Ｕ８

ー ー ー ー

ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＡ ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＢ

大徳ＳＳＳ 太白台

ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＢ

アルチ富山 ＦＣ北陸

ー ー ー ー

ー ー ー ー

Ｃグループ アルチ富山 大徳SSS ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＡ Ｄグループ

森本ＳＳＳ･Ｂ

ＦＣ北陸 太白台

ー ー ー ー

森本SSS･Ａ

ー ー ー ー

セブン能登 ＦＣパレット

額SSS クレセール

予選リーグ 第５回アクオレカップ2015　Ｕ８

Ａグループ 額SSS セブン能登 森本SSS･Ｂ Ｂグループ クレセール ＦＣパレット 森本SSS･Ａ



ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判 ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判

U8 ー ﾊﾟﾚ U8 ー 北陸

U8 ー 森A U8 ー 森B

U8 ー 額 U8 ー 本部

U8 ー ｸﾚｾ U8 ー 本部

U8 ー 大徳 U8 ー 太白

U8 ー ｾﾌﾞﾝ U8 ー ｱﾙﾁ

ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判 ｶﾃｺﾞﾘｰ No. 審判

U8 F1 ー 本部 U8 F6 ー 本部

U8 E1 ー F1負 U8 E2 ー F6負

U8 E3 ー E1負 U8 E4 ー E2負

U8 F2 ー E3負 U8 F5 ー E4負

U8 E5 ー F2負 U8 E6 ー F5負

U8 E7 ー E5負 U8 E8 ー E6負

U8 F3 ー E7負 U8 F4 ー E8負

U8 E9 ー F3負 U8 E10 ー F4負

U8 E11 ー 本部 U8 E12 ー 本部
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【予選リーグ】　（７分－３分－７分）

ピッチ： E（フットサルコート） ピッチ： F（フットサルコート）(土)

対　　　　戦 対　　　　戦

10:20 クレセール FCﾊﾟﾚｯﾄ ＦＣ北陸 ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＢ

10:00 額SSS ｾﾌﾞﾝ能登 大徳SSS ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＡ

11:00 FCﾊﾟﾚｯﾄ 森本Ａ 太白台 ＦＣ北陸

10:40 ｾﾌﾞﾝ能登 森本Ｂ ｱﾙﾁ富山 大徳SSS

11:40 クレセール 森本Ａ 太白台 ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＢ

11:20 額SSS 森本Ｂ ｱﾙﾁ富山 ﾃﾞﾗﾝﾃﾛＡ

8/15

【順位決定戦】　（10分－3分－10分）

ピッチ： E（フットサルコート） ピッチ： F（フットサルコート）(土)

対　　　　戦 対　　　　戦

12:45

12:15

13:45

13:15

14:45

14:15

15:45

15:15

16:15

16:45 閉会式（全チーム）



能登島グラウンド　案内図

入口

出口

乗用車

専用駐車場

<能登島学習センター>

大型・中型バス専用駐車場

臨時駐車場

至 和倉温泉

駐車場からグラウンドへの移動

は、陸橋をご利用ください。

クラブハウ

体育館

アップスペー

sp_kim
タイプライターテキスト
トイレは、クラブハウスと体育館にあります。



チームに愛されるデザインを

「オオカミの魂はとても気高く、オオカミの牙は強く、鋭い」

イタリアンオオカミをイメージしたデザインがチームのパフォーマンスを高めます

オオカミの牙の様に鋭く繊細な流線を描くデザイン

チームだけのオリジナルカラーを再現できる多彩なカラーバリエーション

身体にフィットする独自開発した高品質な生地

細部にまで徹底的にこだわりぬいた機能性

心を込めてチームと向き合う

「このユニフォーム着れば意識が変わる、ON に切り替わる」

チームや個人の心のスイッチの役割を担うユニフォームでありたい。

3つの SWITCH

one ユニフォームを着た者は、戦闘態勢に SWITCH される

two “統一”することは、チームの連帯と団結への SWITCH になる

three オリジナルカラーは“唯一の存在”へ SWITCH してくれる

はイタリア語の

サッカーを心から愛する人と共に歩んでいく

ブランドとして誕生しました

“愛”と “心”を重ね合わせて

■東京本社 〒102-0075 東京都千代田区三番町 7-14 三番町デュープレックス B's5F

TEL 03-6261-3578 FAX 03-6272-3858

■大阪支社 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町 9-28 江坂三生ビル 3F

TEL 06-4708-6626 FAX 06-6155-6006




