
　第２２回　ホタルカップ 少年サッカー大会　 滑川市 スポーツ･健康の森公園　陸上競技場(陸) ､ 多目的芝生広場(芝)

＜　予選リーグ　＞

＜　予選順位決定戦　＞
(A1位) - (D2位) (D1位) - (A2位)

(B1位) - (E2位) (E1位) - (B2位)

(C1位) - (F2位) (F1位) - (C2位)

上記３試合　勝者：ｸ ﾙ゙ ｰﾌ Ｇ゚(決勝ﾘｰｸ )゙ ､  敗者：ｸ ﾙ゙ ｰﾌ Ｉ゚(２位ﾘｰｸ )゙ 上記３試合　勝者：ｸ ﾙ゙ ｰﾌ Ｈ゚(決勝ﾘｰｸ )゙ ､  敗者：ｸ ﾙ゙ ｰﾌ Ｊ゚(２位ﾘｰｸ )゙

(A3位) - (D4位) (D3位) - (A4位)

(B3位) - (E4位) (E3位) - (B4位)

(C3位) - (F4位) (F3位) - (C4位)

上記３試合　勝者：ｸ ﾙ゙ ｰﾌ Ｋ゚(３位ﾘｰｸ )゙ ､  敗者：ｸ ﾙ゙ ｰﾌ Ｍ゚(４位ﾘｰｸ )゙ 上記３試合　勝者：ｸ ﾙ゙ ｰﾌ Ｌ゚(３位ﾘｰｸ )゙ ､  敗者：ｸ ﾙ゙ ｰﾌ Ｎ゚(４位ﾘｰｸ )゙
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みなみＦＣ 芝B9 15:00～ 芝B6 13:00～ 芝B3 10:20～

大沢野 芝A6 13:00～ 芝A9 15:00～ 芝B3

大門 芝A3 10:20～ 芝A9 15:00～

得失差 順位

JKキッズ 芝A3 10:20～ 芝A6 13:00～ 芝B9 15:00～

9:40～TOHRI 芝B8 14:20～ 芝B5 12:20～ 芝B2

小杉南 芝A5 12:20～ 芝A8 14:20～

芝B5ｺﾙ ﾎ ｽ゚ ﾀ金沢 芝A2 9:40～ 芝A8 14:20～

芝A2 9:40～ 芝A5 12:20～

9:00～

水橋ＦＣ ｺﾙ ﾎ ｽ゚ ﾀ金沢 小杉南 TOHRI 勝点 得点 順位

新湊 芝B7 13:40～ 芝B4 11:40～ 芝B1

藤ノ木 芝A4 11:40～ 芝A7 13:40～ 芝B1

大久保 芝A1 9:00～ 芝A7 13:40～ 芝B4 11:40～

得失差 順位

Tﾎ ﾚ゙ ｱ ｰﾚ 芝A1 9:00～ 芝A4 11:40～ 芝B7 13:40～

10:20～ｴｽ ﾌ ﾘ゚長岡 陸B9 15:00～ 陸B6 13:00～ 陸B3

KSS.UOZU 陸A6 13:00～ 陸A9 15:00～

蜷川 陸A3 10:20～ 陸A9 15:00～ 陸B6 13:00～

順位

インパルス 陸A3 10:20～ 陸A6 13:00～ 陸B9 15:00～

インパルス 蜷川 KSS.UOZU ｴｽﾌ ﾘ゚長岡 勝点 得点

9:40～FCリベルタ 陸B8 14:20～ 陸B5 12:20～ 陸B2

新庄ＦＣ 陸A5 12:20～ 陸A8 14:20～ 陸B2

14:20～ 陸B5 12:20～

陸B8

9:00～陸B1

14:20～

11:40～

陸A7 13:40～

陸A7 13:40～

9:40～ 陸A5 12:20～

勝点 得点 失点 得失差 順位

陸B7 13:40～

クレセールFC

ヴィテス滑川 FCマルーン コナン

陸A1 9:00～

陸A4 11:40～

陸B7 13:40～

グループ Ａ

ヴィテス滑川

クレセールFC

陸B4 11:40～FCマルーン

陸A1 9:00～ 陸A4

コナン

勝点 得点 失点

陸B1 9:00～

陸B4 11:40～

得失差 順位グループ Ｂ

上　市 陸A2

上　市 スペランザ 新庄ＦＣ FCリベルタ

スペランザ 陸A2 9:40～ 陸A8

9:40～

陸A12
9:40～

陸B12
9:40～

グループ Ｃ

陸A13
10:20～

陸B13
10:20～

失点 得失差

芝A13
10:20～

芝B13
10:20～

陸B3 10:20～

芝B2 9:40～

12:20～

9:00～

新湊 勝点グループ Ｄ 得点 失点Tﾎ ﾚ゙ ｱ ｰﾚ 大久保 藤ノ木

グループ Ｅ 失点 得失差

水橋ＦＣ 芝B8 14:20～

勝点グループ Ｆ 得点 失点JKキッズ 大門 大沢野 みなみＦＣ

10:20～

芝B6 13:00～

平成３０年 ４月１４日（土）



　第２２回　ホタルカップ 少年サッカー大会　 滑川市 スポーツ･健康の森公園　陸上競技場(陸) ､ 多目的芝生広場(芝)

＜　順位リーグ　＞

＜　優勝決定戦　＞

ホタルカップ決勝戦 陸A21   15:10～
(G1位) - (H1位)

２位リーグ決勝戦 陸B21   15:10～
(I1位) - (J1位)

３位リーグ決勝戦 芝A21   15:10～
(K1位) - (L1位)

４位リーグ決勝戦 芝B21   15:10～
(M1位) - (N1位)
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芝B13 敗者 芝B19

芝B11 敗者

芝A13 敗者 芝A19

13:00～

芝B12 敗者 芝B15 11:40～ 芝B17 13:00～

14:20～ 芝B17

芝B15 11:40～ 芝B19 14:20～

グループ Ｎ 芝B11 敗者 芝B12 敗者 芝B13 敗者 勝点 得点 失点 得失差 順位

14:20～ 芝A17 13:00～

芝A12 敗者 芝A15 11:40～ 芝A17 13:00～

グループ Ｍ 芝A11 敗者 芝A12 敗者 芝A13 敗者

芝A11 敗者 芝A15 11:40～ 芝A19 14:20～

11:00～

勝点 得点 失点 得失差 順位

芝B13 勝者 芝B18 13:40～ 芝B16 12:20～

芝B12 勝者 芝B14 芝B16 12:20～

芝B11 勝者 芝B14 11:00～ 芝B18 13:40～

グループ Ｌ 芝B11 勝者 芝B12 勝者 芝B13 勝者 勝点 得点 失点 得失差 順位

芝A13 勝者 芝A18 13:40～ 芝A16 12:20～

芝A12 勝者 芝A14 11:00～ 芝A16 12:20～

芝A11 勝者 芝A14 11:00～ 芝A18 13:40～

グループ Ｋ 芝A11 勝者 芝A12 勝者 芝A13 勝者 勝点 得点 失点 得失差 順位

陸B13 敗者 陸B19 14:20～ 陸B17 13:00～

陸B12 敗者 陸B15 11:40～ 陸B17 13:00～

陸B11 敗者 陸B15 11:40～ 陸B19 14:20～

グループ Ｊ 陸B11 敗者 陸B12 敗者 陸B13 敗者 勝点 得点 失点 得失差 順位

陸A13 敗者 陸A19 14:20～ 陸A17 13:00～

陸A12 敗者 陸A15 11:40～ 陸A17 13:00～

陸A11 敗者 陸A15 11:40～ 陸A19 14:20～

グループ I 陸A11 敗者 陸A12 敗者 陸A13 敗者 勝点 得点 失点 得失差 順位

陸B13 勝者 陸B18 13:40～ 陸B16 12:20～

陸B12 勝者 陸B14 11:00～ 陸B16 12:20～

陸B11 勝者 陸B14 11:00～ 陸B18 13:40～

グループ Ｈ 陸B11 勝者 陸B12 勝者 陸B13 勝者 勝点 得点 失点 得失差 順位

陸A13 勝者 陸A18 13:40～ 陸A16 12:20～

陸A12 勝者 陸A14 11:00～ 陸A16 12:20～

得失差 順位

陸A11 勝者 陸A14 11:00～ 陸A18 13:40～

平成３０年 ４月１５日（日）

平成３０年 ４月１５日（日）

グループ Ｇ 陸A11 勝者 陸A12 勝者 陸A13 勝者 勝点 得点 失点

ー

ー

ー

ー


	Page 1
	Page 2

