
平成22年度　第2回宮本ＣＵＰサッカー大会３年生 予選日時：平成23年2月26日（土）予備日なし雨天決行

Ａグループ 芝山東小学校Ａコート (1チーム3台) Ｂグループ 芝山東小Ｂコート (1チーム3台)

芝山東FC-Ａ 八木北FC-Ｂ 高根東SSS-Ａ 七林FC 1位通過 船橋法典FC-Ａ芝山東FC-Ｂ 行田東FC-Ａ 夏見FC-Ａ

芝山東FC-Ａ ①　０－１ ③ 　４－０ ⑤ 　１８－０ 2位通過 船橋法典FC-Ａ ①　３－０ ③　１－１ ⑤ 　１－０

八木北FC-Ｂ  ⑥　　２－０ ④　１４－０ 芝山東FC-Ｂ ⑥　０－３ ④ 　０－１

高根東SSS-Ａ ②　１０－０ 行田東FC-Ａ ② 　２－０

七林FC 夏見FC-B

Ｃグループ 峰台小学校Ａコート（午後） (1チーム3台) Ｄグループ 峰台小学校Ｂコート（午後） (1チーム3台)

峰台ＳＳＳ－Ａ ファンタジスタ エクサスSC-Ｂ宮本ＪＳＣ－Ｂ 宮本ＪＳＣ－Ａ 峰台ＳＳＳ－Ｂ ＪＹＳ 二宮FC

峰台ＳＳＳ－Ａ ⑦　７－０ ⑨　４－１ ⑫　１３－０ 宮本ＪＳＣ－Ａ ⑦　４－０ ⑨　１－１ ⑫　２－３

ファンタジスタ ⑬　２－４ ⑪ 　１－３ 峰台ＳＳＳ－Ｂ ⑬　０－６ ⑪ 　０－６

エクサスSC-Ｂ ⑧　１－０ ＪＹＳ ⑧　４－２

宮本ＪＳＣ－Ｂ 二宮FC

Ｅグループ 中野木小学校Ａコート (1チーム3台) Ｆグループ 中野木小学校Ｂコート (1チーム3台)

中野木FC-Ａ 船橋法典FC-ＢエクサスSC-Ａ行田東FC-Ｂ 北習FCイエロー中野木FC-Ｂ ＫＳＣ－Ａ 若松FC

中野木FC-Ａ ①　４－１ ③ 　４－２ ⑤ 　３－０ 北習FCイエロー ①　２－４ ③ 　３－２ ⑤ 　３－１

船橋法典FC-Ｂ ⑥　１－３ ④　７－０ 中野木FC-Ｂ  ⑥　０－３ ④　１－３

エクサスSC-Ａ ②　１６－０ ＫＳＣ－Ａ ②　２－０

行田東FC-Ｂ 若松FC

Gグループ 法典東小学校Ａコート (1チーム2台) Hグループ 法典東小学校Ａコート (1チーム2台)

法典東FC-Ａ 北習FCレッド 夏見FC-Ａ ＫＳＣ－Ｂ 八木北FC-Ａ 法典東FC-Ａ 高根東SSS-Ｂ三山FC

法典東FC-Ａ ①　３－０ ③ 　０－４ ⑤ 　４－３ 八木北FC-Ａ ①　１１－０ ③ 　３－０ ⑤ 　９－０

北習FCレッド  ⑥　１－１ ④　８－１ 法典東FC-B  ⑥　２－１ ④　５－０

夏見FC-Ａ ②　６－２ 高根東SSS-Ｂ ②　１－０

ＫＳＣ－Ｂ 三山FC

試合① ９：００～ 審判② 試合⑦ １３：００～ 審判⑧
試合② ９：３０～ 審判① 試合⑧ １３：３０～ 審判⑦
試合③ １０：００～ 審判④ 試合⑨ １４：００～ 審判⑩
試合④ １０：３０～ 審判③ 試合⑩ １４：３０～ 審判⑨
試合⑤ １１：００～ 審判⑥ 試合⑪ １５：００～ 審判⑫
試合⑥ １１：３０～ 審判⑤ 試合⑫ １５：３０～ 審判⑪



平成22年度　第2回宮本ＣＵＰサッカー大会３年生 準決勝リーグ 中止：平成23年3月12日（土）予備日13日（日）午後（試合⑦～）

日時：平成23年5月5日（木）

Ａグループ午前中野木小学校Ａコート (1チーム3台) Ｂグループ午後中野木小学校Aコート (1チーム3台)

八木北ＦＣ　Ｂ 二宮ＦＣ ＫＳＣ　Ａ 法典東ＦＣ　Ｂ 船橋法典ＦＣ　Ａ峰台ＳＳＳ　Ａ エクサスＳＣ　Ｂ 夏見ＦＣ　Ａ

八木北ＦＣ　Ｂ ① 　２－２ ③ 　７－０ ⑤ 　４－０ 船橋法典ＦＣ　Ａ ⑦　　１－０ ⑨　　２－５ ⑪　４－４

二宮ＦＣ  ⑥　　０－２ ④　６－１ 峰台ＳＳＳ　Ａ ⑫　　０－４ ⑩ 　１－２

ＫＳＣ　Ａ ②　　１－０ エクサスＳＣ　A ⑧　１－２

法典東ＦＣ　Ｂ 夏見ＦＣ　Ａ

Ｃグループ午前中野木小学校Ｂコート (1チーム3台) Ｄグループ午後中野木小学校Ｂコート (1チーム3台)

芝山東ＦＣ　Ａ ＪＹＳ 北習ＦＣイエロー八木北ＦＣ　Ａ 行田東ＦＣ　Ａ エクサスＳＣ　Ｂ 中野木ＦＣ　Ａ 法典東ＦＣ　Ａ

芝山東ＦＣ　Ａ ①　５－１ ③ 　４－０ ⑤ 　３－２ 行田東ＦＣ　Ａ ⑦　３－０ ⑨　０－１ ⑪　５－１

ＪＹＳ  ⑥　　０－１ ④　０－１ エクサスＳＣ　Ｂ  ⑫　０－３ ⑩ 　１－３

中野木ＦＣ　Ｂ ②　０－３ 中野木ＦＣ　Ａ ⑧　７－０

八木北ＦＣ　Ａ 法典東ＦＣ　Ａ

試合① ９：００～ 審判② 試合⑦ １３：００～ 審判⑧
試合② ９：３０～ 審判① 試合⑧ １３：３０～ 審判⑦
試合③ １０：００～ 審判④ 試合⑨ １４：００～ 審判⑩
試合④ １０：３０～ 審判③ 試合⑩ １４：３０～ 審判⑨
試合⑤ １１：００～ 審判⑥ 試合⑪ １５：００～ 審判⑫
試合⑥ １１：３０～ 審判⑤ 試合⑫ １５：３０～ 審判⑪



平成22年度　第2回宮本ＣＵＰサッカー大会３年生 決勝トーナメント
中止：平成23年3月21日（日）予備日26日（土）
日時：平成23年5月22日（日）予備日29日（日）
ミナトサッカークラブ（鎌ヶ谷市）
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Ａコート Ｂコート
試合① ９：００～ 審判② 試合① ９：００～ 審判②
試合② ９：３０～ 審判① 試合② ９：３０～ 審判①
試合③ １０：１５～ 審判①②負け 試合③ １０：１５～ 審判①②負け
試合④ １１：１５～ 審判：本部 試合④ １１：１５～ 審判：本部

表彰式 １１：４５～
優勝：優勝カップ・金メダル（８個）
準優勝：銀メダル(８個)
３位：銅メダル(８個)


