
得点 失点 得失差 勝点 順位

－

－

－

B組 得点 失点 得失差 勝点 順位

－

－

－

C組 得点 失点 得失差 勝点 順位

－

－

－

D組 得点 失点 得失差 勝点 順位

－

－

－蛇田ＦＣ － －

七ヶ浜SC － －

白石SSS － －

わたりフットボールクラブ 七ヶ浜SC 白石SSS 蛇田ＦＣ

わたりフットボールクラブ － － －

多賀城FC － －

館腰SSS － －

逢隈SSS － － －

古川SSS － －

岩沼SSS － －

逢隈SSS 古川SSS 多賀城FC 館腰SSS

東松島SC － －

仙台中田SC － －

荒浜ジュニオールFC 東松島SC 仙台中田SC 岩沼SSS

荒浜ジュニオールFC － － －

マリソル松島Jr － －

槻木FC － －

岩沼西SSS － － －

メッセ宮城 － －

会場：鳥の海G及び亘理運動場G

A組 岩沼西SSS メッセ宮城 マリソル松島Jr 槻木FC

予選リーグ組合せ表

開催日：1２月５日（土） 大会名：亘理ライオンズ杯 試合時間：15-5-15



A-① 9:00 vs.

A-② 10:20 vs.

A-③ 11:40 vs.

A-④ 12:20 vs.

A-⑤ 13:40 vs.

A-⑥ 14:20 vs.

B-① 9:00 vs.

B-② 10:20 vs.

B-③ 11:40 vs.

B-④ 12:20 vs.

B-⑤ 13:40 vs.

B-⑥ 14:20 vs.

C-① 9:40　Aコート vs.

C-② 9:40　Bコート vs.

C-③ 11:00　Aコート vs.

C-④ 11:00　Bコート vs.

C-⑤ 13:00　Aコート vs.

C-⑥ 13:00　Bコート vs.

D-① 10:00 vs.

D-② 10:40 vs.

D-③ 11:20 vs.

D-④ 12:00 vs.

D-⑤ 12:40 vs.

D-⑥ 13:20 vs.白石SSS 七ヶ浜SC わたりフットボールクラブ

七ヶ浜SC 蛇田ＦＣ 白石SSS

蛇田ＦＣ わたりフットボールクラブ 蛇田ＦＣ

白石SSS 蛇田ＦＣ わたりフットボールクラブ

わたりフットボールクラブ 白石SSS 七ヶ浜SC

開始時刻 D組（亘理運動場G） 審判

わたりフットボールクラブ 七ヶ浜SC 蛇田ＦＣ

館腰SSS 逢隈SSS 古川SSS

多賀城FC 古川SSS 逢隈SSS

逢隈SSS 多賀城FC 古川SSS

古川SSS 館腰SSS 多賀城FC

逢隈SSS 古川SSS 館腰SSS

多賀城FC 館腰SSS 逢隈SSS

仙台中田SC 東松島SC 荒浜ジュニオールFC

開始時刻 C組（鳥の海G　A・Bコート併用） 審判

東松島SC 岩沼SSS 仙台中田SC

岩沼SSS 荒浜ジュニオールFC 東松島SC

仙台中田SC 岩沼SSS 荒浜ジュニオールFC

荒浜ジュニオールFC 仙台中田SC 東松島SC

開始時刻 B組（鳥の海G　Bコート　南側） 審判

荒浜ジュニオールFC 東松島SC 岩沼SSS

槻木FC 岩沼西SSS メッセ宮城

マリソル松島Jr メッセ宮城 岩沼西SSS

岩沼西SSS マリソル松島Jr メッセ宮城

メッセ宮城 槻木FC マリソル松島Jr

岩沼西SSS メッセ宮城 槻木FC

マリソル松島Jr 槻木FC 岩沼西SSS

開催日：1２月５日（土） 大会名：亘理ライオンズ杯 試合時間：15-5-15 会場：鳥の海G及び亘理運動場G

開始時刻 A組（鳥の海G　Aコート　北側） 審判

予選リーグ　日程表



B-(６)勝者 　主審　B-⑨勝者
補助審　B-⑨敗者　

(10) 14:45
B-(５)勝者

vs.

B-(６)敗者 　主審　B-⑧勝者
補助審　B-⑧敗者　

B-(４)敗者 　主審　B-⑦勝者
補助審　B-⑦敗者　

(9) 14:05
B-(５)敗者

vs.

(8) 13:25
B-(３)敗者

vs.

B-(２)敗者 　主審　B-⑥勝者
補助審　B-⑥敗者　

B-(４)勝者 　主審　B-⑤勝者
補助審　B-⑤敗者　

(7) 12:45
B-(１)敗者

vs.

(6) 12:05
B-(３)勝者

vs.

B-(２)勝者 　主審　B-④勝者
補助審　B-④敗者　

D組3位 　主審　B-③勝者
補助審　B-③敗者　

(5) 11:25
B-(１)勝者

vs.

(4) 10:45
B組4位

vs.

C組3位 　主審　B-②勝者
補助審　B-②敗者　

D組4位 　主審　B-①勝者
補助審　B-①敗者　

(3) 10:05
A組4位

vs.

　主審　B組4位
補助審　D組3位　

(2) 9:25
B組3位

vs.

開始時刻 B組（鳥の海G　Bコート　南側） 審判

(1) 8:45
A組3位

vs.
C組4位

A-⑥勝者 　主審　A-⑨勝者
補助審　A-⑨敗者　

A-⑥敗者 　主審　A-⑧勝者
補助審　A-⑧敗者　

⑩ 14:45
A-⑤勝者

vs.

⑨ 14:05
A-⑤敗者

vs.

A-④敗者 　主審　A-⑦勝者
補助審　A-⑦敗者　

A-②敗者 　主審　A-⑥勝者
補助審　A-⑥敗者　

⑧ 13:25
A-③敗者

vs.

⑦ 12:45
A-①敗者

vs.

A-④勝者 　主審　A-⑤勝者
補助審　A-⑤敗者　

A-②勝者 　主審　A-④勝者
補助審　A-④敗者　

⑥ 12:05
A-③勝者

vs.

⑤ 11:25
A-①勝者

vs.

D組1位 　主審　A-③勝者
補助審　A-③敗者　

C組1位 　主審　A-②勝者
補助審　A-②敗者　

④ 10:45
B組2位

vs.

③ 10:05
A組2位

vs.

D組2位 　主審　A-①勝者
補助審　A-①敗者　

C組2位 　主審　B組2位
補助審　D組1位　

② 9:25
B組1位

vs.

① 8:45
A組1位

vs.

開催日：1２月６日（日） 大会名：亘理ライオンズ杯 試合時間：15-5-15 会場：鳥の海G

開始時刻 （鳥の海G　Aコート　北側） 審判

順位トーナメント　日程表



１２月６日(日)

Ｃ・３位 Ｂ・４位 Ｄ・３位

B-(7) B-(8)
12:45 13:25

B-(4)
8:45 9:25 10:05 10:45

Ａ・３位 Ｃ・４位 Ｂ・３位 Ｄ・４位 Ａ・４位

B-(6)
11:25 12:05

B-(1) B-(2) B-(3)

３位、４位トーナメント

B-(10)
14:45

B-(9)
14:05

B-(5)

Ｃ・１位 Ｂ・２位 Ｄ・１位

A-⑦ A-⑧
12:45 13:25

A-④
8:45 9:25 10:05 10:45

Ａ・１位 Ｃ・２位 Ｂ・１位 Ｄ・２位 Ａ・２位

14:05

A-⑤ A-⑥
11:25 12:05

A-① A-② A-③

※延長でも決着しない場合は3人制PK合戦

（決着しない場合はサドンデスに入る）
１位、２位トーナメント

A-⑩
14:45

A-⑨

《　順位トーナメント　組合せ　》

試合時間 １５分・５分・１５分
注1）３位決定戦までの試合
　　　　　決着しない場合は3人制PK合戦

会　　場 鳥の海陸上競技場 注2）優勝決定戦･･･延長あり　５分・５分


