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会場 豊川高校 赤塚山公園 豊川市サッカー場豊橋市民球技

会場担当校 豊川 国府 小坂井 御津

責任者 加藤秀隆 若松陽平 小口　雄 加藤信広

連絡先 090-7439-6447 090-5606-1602 070-6525-8383 090-2615-3328

豊田南 岡崎 岡崎城西 同朋

浜松湖東 浜松南 浜松湖南 浜松市立

暁 関商工 大成 静岡市立

伏木 富山国際大附 京都精華 賢明学院

時間 審判 審判

９：３０～ 豊田南 浜松湖東 豊川 岡崎 浜松南 国府
１０：４０～ 豊川 暁 浜松湖東 国府 関商工 岡崎
１１：５０～ 浜松湖東 伏木 暁 浜松南 富山国大附 関商工
１３：００～ 暁B 浜松湖東B 当該校 浜松南B 岡崎B 当該校
１３：３０～ 伏木B 豊田南B 当該校 関商工B 富山国大附B 当該校
１４：００～ 豊田南 暁 伏木 岡崎 関商工 富山国大附
１５：１０～ 豊川 伏木 豊田南 国府 富山国大附 国府

時間 審判 審判

９：３０～ 岡崎城西 浜松湖南 小坂井 御津 浜松市立 同朋
１０：４０～ 小坂井 京都精華 浜松湖南 同朋 静岡市立 浜松市立
１１：５０～ 浜松湖南 大成 岡崎城西 浜松市立 賢明学院 静岡市立
１３：００～ 浜松湖南B 岡崎城西B 当該校 浜松市立B 同朋B 当該校
１３：３０～ 京都精華B 大成B 当該校 静岡市立B 賢明学院B 当該校
１４：００～ 岡崎城西 京都精華 大成 御津 静岡市立 賢明学院
１５：１０～ 小坂井 大成 京都精華 同朋 賢明学院 御津

時間 審判 審判

９：３０～ 豊川 浜松湖東 伏木 関商工 富山国大附 国府
１０：４０～ 豊田南 伏木 浜松湖東 国府 浜松南 富山国大附
１１：５０～ 浜松湖東 暁 豊田南 岡崎 富山国大附 関商工
１３：００～ 伏木B 浜松湖東B 当該校 浜松南B 富山国大附B 当該校
１３：３０～ 暁B 豊田南B 当該校 関商工B 岡崎B 当該校
１４：００～ 豊川 豊田南 暁 関商工 浜松南 岡崎
１５：１０～ 伏木 暁 豊川 国府 岡崎 国府

時間 審判 豊橋市民 審判

９：３０～ 大成 京都精華 小坂井 静岡市立 浜松市立 御津
１０：４０～ 小坂井 浜松湖南 大成 御津 賢明学院 浜松市立
１１：５０～ 大成 岡崎城西 浜松湖南 同朋 浜松市立 静岡市立
１３：００～ 岡崎城西B 大成B 当該校 静岡市立B 同朋B 当該校
１３：３０～ 浜松湖南B 京都精華B 当該校 浜松市立B 賢明学院B 当該校
１４：００～ 浜松湖南 京都精華 岡崎城西 静岡市立 賢明学院 同朋
１５：１０～ 小坂井 岡崎城西 京都精華 御津 同朋 賢明学院

※最終日につきましては、各順位の決定トーナメントになります。
※東三河地区以外の下位４校については、最終日にフレンドリー部門での対戦となりますのでご了承下さい。

２０１７　東三河フェスティバル　カップ戦　組み分け

1１日
豊川 赤塚山

豊川市サッカー場

10日
豊川 赤塚山

豊川市サッカー場 豊橋市民



 　順位決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ表の各１回戦は、同地区ﾞを避ける等により、対戦相手を変更することもある。
 　③・④試合はチームの状況(帰りの都合等)により、会場担当が調整し、入れ替えて実施することもある。
 　試合時間は６０分(30分ﾊｰﾌ)、延長なし、直ちにＰＫ戦により順位決定。
 　B戦は12:00～13:00(25×2)、15:30～に行う。希望ﾁｰﾑは当日会場担当に連絡をお願いします。
 　審判割振りも含めて、不都合がありましたら各会場担当に連絡をお願いします。

【１位順位決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ】会場：豊川市サッカー場(担当：豊川高校  加藤先生)

②10:45
審判：①の敗者

【総合５～８位順位決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ】会場：赤塚山公園　　（担当：国府高校　若松先生）

【総合９～１２位決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ】会場：豊川高校　(担当：豊川高校　山本先生)

【総合１３～１６位決定ﾄｰﾅﾒﾝﾄ】会場：豊橋市民球技場　(担当：御津高校　加藤信先生)

④14:15
審判：相互

②10:45 ①9:30
審判：①の敗者 審判：御津

③13:00

※　東三河を除く　総合１７位　：豊川市陸上競技場
※　東三河を除く　総合１８位　：蒲郡海陽
※　東三河を除く　総合１９位　：御津高校
※　東三河を除く　総合２０位　：豊橋西高校

審判：②の敗者

D１
審判：豊川

審判：②の敗者
③13:00

審判：②の敗者

④14:15
審判：相互

②10:45 ①9:30
審判：①の敗者 審判：東三河

東三河

東三河

東三河

③13:00

審判：D1

④14:15
審判：相互

②10:45 ①9:30
審判：①の敗者 審判：東三河

③13:00

C1 A1

２０１７年　８月１２日（土）　第３日目

④14:15
審判：協会派遣

①9:30

B1


