
時間 ゲームNO 審判 ゲームNO 審判

１０：００～ ① アスルクラロ沼津Ａ ｖｓ アスルクラロ富士Ａ 相互 ① 長泉アミーゴス ｖｓ プログレッソ富士宮 相互

１０：４５～ ② アスルクラロ沼津Ｂ ｖｓ テキサスイレブン 相互 ② Keiaiラッフィナート ｖｓ 藤枝東FC 相互

１１：３０～ ③ アスルクラロ沼津Ａ ｖｓ プログレッソ富士宮 相互 ③ アスルクラロ富士Ａ ｖｓ 長泉アミーゴス 相互

１２：１５～ ④ アスルクラロ沼津Ｂ ｖｓ Keiaiラッフィナート 相互 ④ テキサスイレブン ｖｓ 藤枝東FC 相互

１３：００～ ⑤ アスルクラロ沼津Ａ ｖｓ 長泉アミーゴス 相互 ⑤ アスルクラロ富士Ａ ｖｓ プログレッソ富士宮 相互

１３：４５～ ⑥ アスルクラロ沼津Ｂ ｖｓ 藤枝東FC 相互 ⑥ テキサスイレブン ｖｓ Keiaiラッフィナート 相互

１４：３０～ ⑦ プログレッソ富士宮 ｖｓ 藤枝東FC 相互 ⑦ テキサスイレブン ｖｓ 長泉アミーゴス 相互

１５：１５～ ⑧ アスルクラロ沼津Ａ ｖｓ アスルクラロ沼津Ｂ 相互 ⑧ アスルクラロ富士Ａ ｖｓ Keiaiラッフィナート 相互

時間 ゲームNO 審判 ゲームNO 審判

１０：００～ ① アスルクラロ沼津Ｃ ｖｓ FACT 相互 ① SKJ ｖｓ レオヴィスタ 相互

１０：４５～ ② レドンド ｖｓ 北上SC 相互 ② アスルクラロ富士Ｂ ｖｓ おにしデビルス 相互

１１：３０～ ③ アスルクラロ沼津Ｃ ｖｓ レオヴィスタ 相互 ③ FACT ｖｓ SKJ 相互

１２：１５～ ④ レドンド ｖｓ アスルクラロ富士Ｂ 相互 ④ 北上SC ｖｓ おにしデビルス 相互

１３：００～ ⑤ アスルクラロ沼津Ｃ ｖｓ SKJ 相互 ⑤ FACT ｖｓ レオヴィスタ 相互

１３：４５～ ⑥ レドンド ｖｓ おにしデビルス 相互 ⑥ 北上SC ｖｓ アスルクラロ富士Ｂ 相互

１４：３０～ ⑦ アスルクラロ沼津Ｃ ｖｓ レドンド 相互 ⑦ FACT ｖｓ アスルクラロ富士Ｂ 相互

１５：１５～ ⑧ SKJ ｖｓ 北上SC 相互 ⑧ おにしデビルス ｖｓ レオヴィスタ 相互

時間 ゲームNO 審判 ゲームNO 審判

　９：００～ ① アスルクラロ沼津Ａ ｖｓ テキサスイレブン 相互 ① 藤枝東FC ｖｓ 長泉アミーゴス 相互

　９：４５～ ② アスルクラロ沼津Ｂ ｖｓ アスルクラロ富士Ａ 相互 ② プログレッソ富士宮 ｖｓ Keiaiラッフィナート 相互

１０：３０～ ③ アスルクラロ沼津Ａ ｖｓ 藤枝東FC 相互 ③ 長泉アミーゴス ｖｓ Keiaiラッフィナート 相互

１１：１５～ ④ アスルクラロ沼津Ｂ ｖｓ プログレッソ富士宮 相互 ④ テキサスイレブン ｖｓ アスルクラロ富士Ａ 相互

１２：００～ ⑤ アスルクラロ沼津Ａ ｖｓ Keiaiラッフィナート 相互 ⑤ テキサスイレブン ｖｓ プログレッソ富士宮 相互

１２：４５～ ⑥ アスルクラロ沼津Ｂ ｖｓ 長泉アミーゴス 相互 ⑥ 藤枝東FC ｖｓ アスルクラロ富士Ａ 相互

１３：３０～ ⑦ F 相互 ⑦ F 相互

１４：１５～ ⑧ F 相互 ⑧ F 相互

時間 ゲームNO 審判 ゲームNO

　９：００～ ① アスルクラロ沼津Ｃ ｖｓ 北上SC 相互 ① おにしデビルス ｖｓ SKJ 相互

　９：４５～ ② レドンド ｖｓ FACT 相互 ② レオヴィスタ ｖｓ アスルクラロ富士Ｂ 相互

１０：３０～ ③ アスルクラロ沼津Ｃ ｖｓ おにしデビルス 相互 ③ SKJ ｖｓ アスルクラロ富士Ｂ 相互

１１：１５～ ④ レドンド ｖｓ レオヴィスタ 相互 ④ 北上SC ｖｓ FACT 相互

１２：００～ ⑤ アスルクラロ沼津Ｃ ｖｓ アスルクラロ富士Ｂ 相互 ⑤ 北上SC ｖｓ レオヴィスタ 相互

１２：４５～ ⑥ レドンド ｖｓ SKJ 相互 ⑥ おにしデビルス ｖｓ FACT 相互

１３：３０～ ⑦ F 相互 ⑦ F 相互

１４：１５～ ⑧ F 相互 ⑧ F 相互

Ａリーグ アスルクラロ沼津Ａ・アスルクラロ沼津Ｂ・アスルクラロ富士A・テキサスイレブン・藤枝東FC・長泉アミーゴス・プログレッソ富士宮・Keiaiラッフィナート

Ｂリーグ アスルクラロ沼津Ｃ・アスルクラロ富士B・レドンドFC・レオヴィスタ・おにしデビルス・北上SC・FACT・SKJ

Ｇグランド　　４コート

裾野グランドＧ　３コート・４コート

平成30年2月25日(日)：2日目

Ｇグランド　３コート

Ｇグランド　　４コート

裾野グランドＧ　３コート・４コート

平成29年度　アスルクラロ沼津　6年生送別サッカー大会

平成30年2月24日(土)：1日目

Ｆグランド　1コート Ｆグランド　2コート

裾野グランドＦ　１コート・２コート

裾野グランドＦ　１コート・２コート

Ｆグランド　1コート Ｆグランド　2コート

Ｇグランド　３コート


