
第４回高津区カップＵ９サッカー大会 決勝トーナメント及び順位決定リーグ  

                                                                            １月１日更新 

日付・会場 グループ  時 間 チーム スコア チーム 主審 副審 副審 ４審 

１２/２６（土） 

北見方サッカー場Ｂ 

＜会場担当＞ 

①～⑥ ＧＨＵ 

⑦～⑪ かじがや 

 

決勝Ｔ ①  ８：３０ 久地ＦＣ ０ 

１ 

vs 

PK 

０ 

2 

GHU 久本ＳＣ 橘ＳＣ 橘ＳＣ 久本ＳＣ 

決勝Ｔ ②  ９：１０ 久本ＳＣ 3 vs 1 橘ＳＣ 久地ＦＣ ＧＨＵ ＧＨＵ 久地ＦＣ 

決勝Ｔ ③  ９：５０ 津田山ＦＣ 1 vs 3 パープルズ ウィングス エンジョイ エンジョイ ウィングス 

決勝Ｔ ④  １０：３０ ウィングス 1 

4 

vs 

PK 

1 

3 

エンジョイ 津田山 パープルズ パープルズ 津田山 

決勝Ｔ ⑤  １１：１０ ＧＨＵ(①の勝ち) ０ vs ４ 久本ＳＣ（②の勝ち） ①の負け ②の負け ②の負け ①の負け 

決勝Ｔ ⑥  １１：５０  久地ＦＣ(①の負け) ２ vs １ 橘ＳＣ(②の負け) ①の勝ち ②の勝ち ②の勝ち ①の負け 

決勝Ｔ ⑦  １２：３０ パープルズ(③の勝ち) 2 

1 

vs 

PK 

２ 

２ 

ウィングス(④の勝ち) ③の負け ④の負け ④の負け ③の負け 

決勝Ｔ ⑧  １３：１０ 津田山ＦＣ(③の負け） 6 vs 0 エンジョイ(④の負け) ③の勝ち ④の勝ち ④の勝ち ③の勝ち 

順位Ｌ ⑨  １４：００ かじがやＦＣ ３ vs ０ 大空ＫＳＣ 富士見台 かじがや 大空 富士見台 

順位Ｌ ⑩  １４：５０ 大空ＫＳＣ ３ vs ２ 富士見台ＦＣ かじがや 大空 富士見台 かじがや 

順位Ｌ ⑪  １５：４０ 富士見台ＦＣ １ vs ３ かじがやＦＣ 大空 富士見台 かじがや 大空 

１/１７（日） 

丸子橋第１広場Ａ 

＜会場担当＞ 

久本ＳＣ 

順位Ｌ ① １３：００ 高津ＦＣ  vs  柿生ＳＣ ＧＨＵ パープルズ パープルズ ＧＨＵ 

３位決 ② １３：４０ ＧＨＵ  vs  パープルズ 高津ＦＣ 柿生ＳＣ 柿生ＳＣ 高津ＦＣ 

順位Ｌ ③ １４：２０ 高津ＦＣ  vs  川崎中央 久本ＳＣ ウィングス ウィングス 久本ＳＣ 

決勝 ④ １５：００ 久本ＳＣ  vs  ウィングス 高津ＦＣ 川崎中央 川崎中央 高津ＦＣ 

１/１７（日） 

丸子橋第１広場Ｂ 

＜会場担当＞ 

エンジョイＳＣ 

順位Ｌ ① １３：００ 大豆戸ＦＣ  vs  川崎中央 橘ＳＣ エンジョイ エンジョイ 橘ＳＣ 

７位決 ② １３：４０ 橘ＳＣ  vs  エンジョイ 大豆戸 川崎中央 川崎中央 本部 

順位決 ③ １４：２０ 大豆戸ＦＣ  vs  柿生ＳＣ 久地ＦＣ 津田山 津田山 久地ＦＣ 

５位決 ④ １５：００ 久地ＦＣ  vs  津田山ＦＣ 本部 柿生ＳＣ 柿生ＳＣ 大豆戸 

１/２３（土） 

丸子橋第３広場 

＜会場担当＞ 

千年 

順位Ｌ ① １３：００ 千年ＳＣ  vs  かじがやＦＣ 富士見台 千年ＳＣ かじがや 富士見台 

順位Ｌ ② １４：００ 千年ＳＣ  vs  富士見台ＦＣ かじがや 千年ＳＣ 富士見台 かじがや 

フレンドリー ③ １４：５０ かじがやＦＣ  vs  富士見台ＦＣ 当該チーム 

フレンドリー ④ １５：１０ かじがやＦＣ  vs  富士見台ＦＣ 当該チーム 

１/２４（日） 

北見方サッカー場Ｂ 

＜会場担当＞ 

川崎中央 

順位Ｌ ① １３：５０ 高津ＦＣ  vs  大豆戸ＦＣ 川崎中央 柿生ＳＣ 柿生ＳＣ 川崎中央 

順位Ｌ ② １４：１０ 川崎中央  vs  柿生ＳＣ 千年ＳＣ 大空 大空 千年ＳＣ 

フレンドリー ③ １４：５０ 大豆戸ＦＣ  vs  柿生ＳＣ 当該チーム 

順位Ｌ ④ １５：１０ 千年ＳＣ  vs  大空ＫＳＣ 大豆戸 高津 高津 本部 

フレンドリー ⑤ １５：５０ 高津ＦＣ  vs  大空ＫＳＣ 当該チーム 

フレンドリー ⑥ １６：１０ 川崎中央  vs  千年ＳＣ 当該チーム 

※第一試合、第二試合の参加チームは会場準備のご協力をお願い致します。 

※フレンドリーは１５分１本となります。 


