
U10 TON アカシア 野町 太白台 エスペリオ 不動寺 額A 額Ｂ 大野FC 北陽 森本 デランテロA デランテロＢ 勝点 得失差 順位

●2-5 ●2-7 ●1-3 ●1-5 ●2-5 ●0-6 ●4-7 ●1-4 ●0-6 △4-4 ●0-8 ●1-3

○5-2 ○4-2 ○7-2 ○3-0 ○5-1 ●1-5 ○7-0 ●2-3 ○7-1 ○7-1 ○1-0 ○7-0

○7-2 ●2-4 〇4-0 ○8-2 ○8-1 ●2-3 ○12-0 ○4-2 ○6-1 ○3-1 ○4-3 ○11-0

○3-1 ●2-7 ●0-4 △3-3 △2-2 ●0-5 ○3-1 ●1-2 ○4-2 ●1-2 ●3-4 ○7-0

○5-1 ●0-3 ●2-8 △3-3 ●0-4 ●0-6 ●1-3 ●0-5 ●3-4 ●3-5 ●0-5 ●0-1

○5-2 ●1-5 ●1-8 △2-2 ○4-0 ●0-5 ○5-1 ●1-2 △1-1 ●1-3 ●1-4 ○7-0

○6-0 ○5-1 ○3-2 ○5-0 ○6-0 ○5-0 ○5-0 ○10-0 ○9-0 ○7-0 ○11-0 ○8-1

○7-4 ●0-7 ●0-12 ●1-3 ○3-1 ●1-5 ●0-5 ●1-8 ○4-3 ○4-3 ●2-5 ○5-1

○4-1 ○3-2 ●2-4 ○2-1 ○5-0 ○2-1 ●0-10 ○8-1 ○7-3 ●2-4 ●1-2 △3-3

○6-0 ●1-7 ●1-6 ●2-4 ○4-3 △1-1 ●0-9 ●3-4 ●3-7 ○6-3 ●1-5 ○9-2

△4-4 ●1-7 ●1-3 ○2-1 ○5-3 ○3-1 ●0-7 ●3-4 ○4-2 ●3-6 ●1-6 ○2-0

○8-0 ●0-1 ●3-4 ○4-3 ○5-0 ○4-1 ●0-11 ○5-2 ○2-1 ○5-1 ○6-1 ○7-3

○3-1 ●0-7 ●0-11 ●0-7 ○1-0 ●0-7 ●1-8 ●1-5 △3-3 ●2-9 ●0-2 ●3-7

森本

デランテロＢ 7

デランテロＡ 27

-53 11

アカシア 30 ＋３ ９ 3

太白台 14 －４ 8

野町 30 ＋５ ２

TON 1 －４ ５ 13

2

不動寺 14 －４ 8

エスペリオ 4 －３ １ 12

額Ｂ 15 －２ ９ 7

額A 36 ＋７ ６ 1

北陽 13 －１ ４ 10

大野FC 22 ＋７ 5

＋２ １ 4

6-1516



U10 額A 野町 アカシア 大野FC 森本 額B デランテロA 勝点 得失差 順位

○6-0 ○5-1 ○6-3 ○4-0 ○8-3

●0-6 ●3-5 ○3-2 ○3-1 ○5-3

●1-5 ○5-3 ○5-0 ○5-2 ○4-1

●3-6 ●0-5 ○2-0 ●1-6

●0-4 ●2-3 ●2-5 ●0-2 ○4-2 ●0-5

●1-3 ●2-4 ●1-5

●3-8 ●3-5 ●1-4 ○6-1 ○5-0 ○5-1

野町 9 －３ 3

額A 15 ＋２ ２ 1

大野FC 3 －１ １ 5

アカシア 12 ＋９ 2

額B 0 －８ 7

森本 3 －１ ３ 6

デランテロA 9 ＋４ 4



U10 TON エスペリオ 北陽 不動寺 太白台 デランテロB 勝点 得失差 順位

●1-2 △1-1 ○5-0

○2-1 △4-4 ●2-4 ●2-4 ○5-3

△4-4 ○5-4 ○10-4

△1-1 ○4-2 ●4-5 ●0-3 ○6-2

○4-2 ○3-0 ○6-1

●0-5 ●3-5 ●4-10 ●2-6 ●1-6

エスペリオ 7 －１

TON

不動寺 7 ＋２

北陽

デランテロB 0 －２ ２ 13

太白台
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