
日程

会場 滋賀県　 ウカ ルちゃ んアリ ーナ（ 滋賀県立体育館）

リ ーグ戦表

勝点 得点 失点 差 順位

勝点 得点 失点 差 順位

スケジュ ール 12分-5分-12分プレ イ ングタ イ ム

開始時刻 BP/記録 時刻

10: 00 A1 - A2 A3 9: 20 一条高校 ｶﾞ ｯﾄ2008

11: 00 B1 - B2 B3 10: 00 柳学園 ｱｯｽ゙ ﾛー

12: 00 A1 - A3 A2 11: 00 一条高校 八幡商業高校

13: 00 B1 - B3 B2 12: 00 柳学園
ﾒｯｾ天下茶

屋

14: 00 A2 - A3 A1 13: 00 ｶﾞ ｯﾄ2008 八幡商業高校

15: 00 B2 - B3 B1 14: 00 ｱｯｽ゙ ﾛー
ﾒｯｾ天下茶

屋

16: 30 A1位 - B2位 協会 16: 00 A1位 B2位

17: 30 B1位 - A2位 協会 16: 40 B1位 A2位

第1代表 第2代表

　 注意事項

● 第1試合の2チームは、 8: 30より 運営者の指示に従っ てコ ート の準備を
行っ てく ださ い。 次の物品を 持参く ださ い。

● 同グループの他の2チームの対戦時に、 ボールパーソ ンと 記録要員の ● ユニフ ォ ーム正・ 副す
計5名を 出し てく ださ い。 （ 試合開始10分前集合） べてGK・ FPのシャ ツ・

● アリ ーナ入り 口で、 外履き と イ ンド ア用シュ ーズと を 履き 替えてく ださ い。 ショ ーツ・ スト ッ キング
遵守でき ないチームは失格と なり ます。 ● 各府県予選の大会登録票

● イ ンド ア用シュ ーズであっ ても 、 砂やゴムチッ プ等がついているも の、 （ コ ピー）
ソ ールに汚れがついているも のは使用でき ません。 ● フ ッ ト サル選手証

● 飲水は水のみと し ます。 場所は指定の場所で、 スク イ ズ または、 サッ カ ー選手証
ボト ルを 使用く ださ い。 ● メ ンバー表

● 着替えは更衣室があり ますので、 そちら でお願い致し ます。 ● JFAﾕﾆﾌｫ ﾑー広告表示
貴重品等は、 各チームで管理し て下さ い。 許可証（ 申請ﾁー ﾑのみ）

● ゴミ は各チームで管理、 持ち帰り く ださ い。
施設内のゴミ 箱にペッ ト ボト ル、 その他のゴミ を 捨てたチームは、 失格と
なる場合があり ます。

八幡商業高校

MCM( マッ チコ ーディ ネーショ ン
ミ ーティ ング) に関し て

ｶﾞ ｯﾄ2008U-18 八幡商業高校

ｱｯｽ゙ ﾛー和歌山 ﾒｯｾ天下茶屋FC U-18

アリ ーナ アリ ーナ入口

柳学園 ﾒｯｾ天下茶屋FC U-18

チーム名 対戦 チーム名

柳学園 ｱｯｽ゙ ﾛー和歌山

一条高校

MCM

一条高校 ｶﾞ ｯﾄ2008U-18

( 大阪府）
B3

ﾒｯｾ天下茶屋FC U-18

（ 兵庫県）

B2
ｱｯｽ゙ ﾛー和歌山

B1
柳学園

( 和歌山県）

（ 滋賀県）

グループB 柳学園 ｱｯｽ゙ ﾛー和歌山 ﾒｯｾ天下茶屋FC U-18

A3
八幡商業高校

（ 京都府）

（ 奈良県）

A2
ｶﾞ ｯﾄ2008U-18

第4回全日本ユース（ U-18） フ ッ ト サル大会　 関西大会
大会スケジュ ール／結果

2017年6月18日( 日)

グループA 一条高校 ｶﾞ ｯﾄ2008U-18 八幡商業高校

A1
一条高校
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