
予選２次リーグ用 組

（１)．　連絡先名簿

№

1

2

3

4

5

（２）．　試合日程表

（日） 会場 会場

№

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

会場準備　　各チーム　2名　　集合時間　　7時30分

準備品　 　ラインカー　：　泉、浜名　　　　コーナーフラッグ1組4本　：　カワイ

メジャー　　：各チーム1本

（水） 会場 会場

№

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

会場準備　　各チーム　2名　　集合時間　　7時30分

準備品　　 ラインカー　：　佐鳴台、聖隷　　　　コーナーフラッグ1組4本　：　カワイ

メジャー　　：各チーム1本

※個人情報保護法施行に伴い目的以外の使用を禁止

「ＮＴＴカップ」　各リーグ組合せ日程表

a

チ　ー　ム　名 代　表　者 電　　話 Ｆ　Ａ　Ｘ 携　　　帯

泉フットボールクラブ 坂下　幸司

浜名サッカースポーツ少年団 山下　正義

カワイ体育教室サッカークラブ 守屋　賢吾

聖隷ジュニアフットボールクラブ 中村　政吉

佐鳴台サッカースポーツ少年団 山本　欽也

第１日目 試合日 11月13日 大塚　北 予備日 月　　日

時間割り 対　　　戦　　　相　　　手 主審 副審① 副審② 第４審

　９：００ 泉　FC 浜　名 審判委員会 佐鳴台

１０：００ カワイSC 聖隷JFC 審判委員会 浜　名

聖隷JFC

１２：３０ 浜　名 カワイSC 審判委員会 泉　FC

11月23日 大塚　北 予備日

１１：００ 泉　FC 佐鳴台 審判委員会

副審① 副審② 第４審

１３：３０ 聖隷JFC 佐鳴台 審判委員会 カワイSC

第２日目 試合日

１０：００ 泉　FC 聖隷JFC 審判委員会 浜　名

月　　日

時間割り 対　　　戦　　　相　　　手 主審

１２：３０ 浜　名 聖隷JFC 審判委員会 佐鳴台

　９：００ 浜　名 佐鳴台 審判委員会 カワイSC

１３：３０ 泉　FC カワイSC 審判委員会 聖隷JFC

１１：００ カワイSC 佐鳴台 審判委員会 泉　FC



予選２次リーグ用 組

（１)．　連絡先名簿

№

1

2

3

4

5

（２）．　試合日程表

（日） 会場 会場

№

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

会場準備　　各チーム　2名　　集合時間　　7時30分

準備品　　　ラインカー　：　フォルミーガ、ジュビロ浜松　　　　コーナーフラッグ1組4本　：　浜松蒲

メジャー　　：各チーム1本

（水） 会場 会場

№

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

会場準備　　各チーム　2名　　集合時間　　7時30分

準備品　　　ラインカー　：　笠井・大瀬、神久呂　　　　コーナーフラッグ1組4本　：　浜松蒲

メジャー　　：各チーム1本

※個人情報保護法施行に伴い目的以外の使用を禁止

「ＮＴＴカップ」　各リーグ組合せ日程表

b

チ　ー　ム　名 代　表　者 電　　話 Ｆ　Ａ　Ｘ 携　　　帯

F.C.フォルミーガ 大原　公隆

ジュビロサッカースクール浜松 伊藤　良馬

浜松蒲サッカースポーツ少年団 栗田　誠司

笠井・大瀬FC 高橋　宏昌

神久呂サッカースポーツ少年団 上野　徳昌

第１日目 試合日 11月13日 大塚　中 予備日 月　　日

時間割り 対　　　戦　　　相　　　手 主審 副審① 副審② 第４審

　９：００ フォルミーガ ジュビロ浜松 審判委員会 神久呂

１０：００ 浜松蒲 笠井・大瀬 審判委員会 ジュビロ浜松

笠井・大瀬

１２：３０ ジュビロ浜松 浜松蒲 審判委員会 フォルミーガ

11月23日 大塚　中 予備日

１１：００ フォルミーガ 神久呂 審判委員会

副審① 副審② 第４審

１３：３０ 笠井・大瀬 神久呂 審判委員会 浜松蒲

第２日目 試合日

１０：００ フォルミーガ 笠井・大瀬 審判委員会 ジュビロ浜松

月　　日

時間割り 対　　　戦　　　相　　　手 主審

１２：３０ ジュビロ浜松 笠井・大瀬 審判委員会 神久呂

　９：００ ジュビロ浜松 神久呂 審判委員会 浜松蒲

１３：３０ フォルミーガ 浜松蒲 審判委員会 笠井・大瀬

１１：００ 浜松蒲 神久呂 審判委員会 フォルミーガ



予選２次リーグ用 組

（１)．　連絡先名簿

№

1

2

3

4

5

（２）．　試合日程表

（土） 会場 会場

№

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

会場準備　　各チーム　2名　　集合時間　　7時30分

準備品　　 ラインカー　：　佐藤、篠原　　　　コーナーフラッグ1組4本　：　さなる

メジャー　　：各チーム1本

（水） 会場 会場

№

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

会場準備　　各チーム　2名　　集合時間　　7時30分

準備品　　　メジャー　：各チーム１本

※個人情報保護法施行に伴い目的以外の使用を禁止

「ＮＴＴカップ」　各リーグ組合せ日程表

c

チ　ー　ム　名 代　表　者 電　　話 Ｆ　Ａ　Ｘ 携　　　帯

浜松佐藤スポーツ少年団 鎌田　晃司

篠原サッカースポーツ少年団 鈴木　定夫

さなるスポーツ少年団サッカー部 平野　英博

相生フットボールクラブブルー 内山　武彦

浜松萩丘サッカースポーツ少年団 堀内　秀登

第１日目 試合日 11月12日 大塚　北 予備日 月　　日

時間割り 対　　　戦　　　相　　　手 主審 副審① 副審② 第４審

　９：００ 佐　藤 篠　原 審判委員会 萩　丘

１０：００ さなる 相生ブルー 審判委員会 篠　原

相生ブルー

１２：３０ 篠　原 さなる 審判委員会 佐　藤

11月23日 馬郡　北 予備日

１１：００ 佐　藤 萩　丘 審判委員会

副審① 副審② 第４審

１３：３０ 相生ブルー 萩　丘 審判委員会 さなる

第２日目 試合日

１０：００ 佐　藤 相生ブルー 審判委員会 篠　原

月　　日

時間割り 対　　　戦　　　相　　　手 主審

１２：３０ 篠　原 相生ブルー 審判委員会 萩　丘

　９：００ 篠　原 萩　丘 審判委員会 さなる

１３：３０ 佐　藤 さなる 審判委員会 相生ブルー

１１：００ さなる 萩　丘 審判委員会 佐　藤



予選２次リーグ用 組

（１)．　連絡先名簿

№

1

2

3

4

5

（２）．　試合日程表

（日） 会場 会場

№

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

会場準備　　各チーム　2名　　集合時間　　7時30分

準備品　　 ラインカー　：　オイスカ、中ノ町　　　　コーナーフラッグ1組4本　：　浜北FC

メジャー　　：各チーム1本

（水） 会場 会場

№

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

会場準備　　各チーム　2名　　集合時間　　7時30分

準備品　　 ラインカー　：　白脇、SHONAI　　　　コーナーフラッグ1組4本　：　浜北FC

メジャー　　：各チーム1本

※個人情報保護法施行に伴い目的以外の使用を禁止

「ＮＴＴカップ」　各リーグ組合せ日程表

d

チ　ー　ム　名 代　表　者 電　　話 Ｆ　Ａ　Ｘ 携　　　帯

オイスカFC 粟倉　慎二

中ノ町サッカースポーツ少年団 伊藤　卓二

浜　北　FC 大塚　篤史

SHONAI 　Football　Club　 小松　正治

浜松白脇サッカースポーツ少年団 鈴木　行男

第１日目 試合日 11月13日 大塚　南 予備日 月　　日

時間割り 対　　　戦　　　相　　　手 主審 副審① 副審② 第４審

　９：００ オイスカ 中ノ町 審判委員会 白脇

１０：００ 浜北FC SHONAI 審判委員会 中ノ町

SHONAI

１２：３０ 中ノ町 浜北FC 審判委員会 オイスカ

11月23日 大塚　南 予備日

１１：００ オイスカ 白脇 審判委員会

副審① 副審② 第４審

１３：３０ SHONAI 白脇 審判委員会 浜北FC

第２日目 試合日

１０：００ オイスカ SHONAI 審判委員会 中ノ町

月　　日

時間割り 対　　　戦　　　相　　　手 主審

１２：３０ 中ノ町 SHONAI 審判委員会 白脇

　９：００ 中ノ町 白脇 審判委員会 浜北FC

１３：３０ オイスカ 浜北FC 審判委員会 SHONAI

１１：００ 浜北FC 白脇 審判委員会 オイスカ



予選２次リーグ用 組

（１)．　連絡先名簿

№

1

2

3

4

5

（２）．　試合日程表

（日） 会場 会場

№

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

会場準備　　各チーム　2名　　集合時間　　7時30分

準備品　　 ラインカー　：　LIBERO,湖西FC　　コーナーフラッグ1組4本　：　積志

メジャー　　：各チーム1本

（水） 会場 会場

№

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

会場準備　　各チーム　2名　　集合時間　　7時30分

準備品　　　メジャー　：各チーム１本

※個人情報保護法施行に伴い目的以外の使用を禁止

「ＮＴＴカップ」　各リーグ組合せ日程表

e

チ　ー　ム　名 代　表　者 電　　話 Ｆ　Ａ　Ｘ 携　　　帯

LIBERO　FC　ジュニア 鈴木　康仁

NPO法人　湖西FC 渥美　博明

積志サッカースポーツ少年団 老川　秀男

SANTOS FC SOCCER ACADEMY JAPAN 栗林　寿津子

富塚サッカースポーツ少年団 斎藤　誠一

第１日目 試合日 11月13日 飯田　西 予備日 月　　日

時間割り 対　　　戦　　　相　　　手 主審 副審① 副審② 第４審

　９：００ LIBERO 湖西FC 審判委員会 富　塚

１０：００ 積　志 SANTOS 審判委員会 湖西FC

SANTOS

１２：３０ 湖西FC 積　志 審判委員会 LIBERO

11月23日 馬郡　南 予備日

１１：００ LIBERO 富　塚 審判委員会

副審① 副審② 第４審

１３：３０ SANTOS 富　塚 審判委員会 積　志

第２日目 試合日

１０：００ LIBERO SANTOS 審判委員会 湖西FC

月　　日

時間割り 対　　　戦　　　相　　　手 主審

１２：３０ 湖西FC SANTOS 審判委員会 富　塚

　９：００ 湖西FC 富　塚 審判委員会 積　志

１３：３０ LIBERO 積　志 審判委員会 SANTOS

１１：００ 積　志 富　塚 審判委員会 LIBERO



予選２次リーグ用 組

（１)．　連絡先名簿

№

1

2

3

4

5

（２）．　試合日程表

（日） 会場 会場

№

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

会場準備　　各チーム　2名　　集合時間　　7時30分

準備品　　 ラインカー　：　HondaFC、浜松東　　　　コーナーフラッグ1組4本　：　静大付属

メジャー　　：各チーム1本

（日） 会場 会場

№

① vs

② vs

③ vs

④ vs

⑤ vs

会場準備　　各チーム　2名　　集合時間　　7時30分

準備品　　 ラインカー　：　いさみ、和田ブルー　　　　コーナーフラッグ1組4本　：　静大付属

メジャー　　：各チーム1本

※個人情報保護法施行に伴い目的以外の使用を禁止

「ＮＴＴカップ」　各リーグ組合せ日程表

f

チ　ー　ム　名 代　表　者 電　　話 Ｆ　Ａ　Ｘ 携　　　帯

Honda　FC 渡辺　孝介

浜松東サッカースポーツ少年団 成田　優

静大付属浜松ＦＣ 高井　洋介

浜松和田JFCブルー 高橋　賢次

いさみサッカースポーツ少年団 安田　等

第１日目 試合日 11月12日 大塚　中 予備日 月　　日

時間割り 対　　　戦　　　相　　　手 主審 副審① 副審② 第４審

　９：００ HondaFC 浜松東 審判委員会 いさみ

１０：００ 静大付属 和田ブルー 審判委員会 浜松東

和田ブルー

１２：３０ 浜松東 静大付属 審判委員会 HondaFC

11月13日 飯田　東 予備日

１１：００ HondaFC いさみ 審判委員会

副審① 副審② 第４審

１３：３０ 和田ブルー いさみ 審判委員会 静大付属

第２日目 試合日

１０：００ HondaFC 和田ブルー 審判委員会 浜松東

月　　日

時間割り 対　　　戦　　　相　　　手 主審

１２：３０ 浜松東 和田ブルー 審判委員会 いさみ

　９：００ 浜松東 いさみ 審判委員会 静大付属

１３：３０ HondaFC 静大付属 審判委員会 和田ブルー

１１：００ 静大付属 いさみ 審判委員会 HondaFC
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