
  　　   　　　　        

ＦＣ．ＵＮＥＢＩオータムカップU-7大会

８．試 合 方 法  　　

１．主　　　旨　　　近隣の友好チームを招き、互いの技術の向上と友好を図ることにより、

                  　次のステージへの“ワンステップ”とする。

２．主　　　催　　　FC.UNEBI

３．日　　　程　　　令和４年１０月１０日(祝)

４．会　　　場　　　ヤタガラスフィールド東の翼　人工芝グラウンド（2面）

　　　　　　　　　　【住所】橿原市雲梯町323-2

５．参加チーム　  　　（対戦表の通り）

６．参　加　費　　　３,５００円

７．大 会 規 定　　 日本サッカー協会競技規則に準ずる。（オフサイドなし）

                  　◆ ５人制ミニサッカー（フットサルゴール使用）

                  　◆ １０分-３分-１０分

９．表　　　彰　　　優勝、準優勝、3位のチームを表彰する。

　　　　　　　　　　　　

10．審　　　判　　　配当表の通りの審判(１人制)でお願いします。審判服必要なし。

                  　◆ リンク方式の予選の結果、各組上位2チームが準決勝に進出する。

　　　　　　　　　　試合結果を本部へ報告下さい。

11．救　　　護　　　大会中おきた事故については、応急処置のほかは責任を負わない。

12．問い合わせ    　634-0004 橿原市木原町228-1-103 

　　　　　　　　　　自宅　TEL(0744)23-3137  携帯電話 090-1894-0100

　　　　　　　　　　FC.UNEBI代表兼監督　　　　岡島弘泰



FC.UNEBI　A 川西 FC.UNEBI　B

三和鎌田 明治
富雄 柏原市

B組A組

① 8:20 -

ＦＣ．ＵＮＥＢＩオータムカップU-7大会

本部　手前 審判 本部　奥 審判

UNEBI　B - 三和鎌田
前半左
後半右

前半左
後半右

③ 9:10 UNEBI　B -

富雄
前半左
後半右 柏原市 -

⑤ 10:00

② 8:45 UNEBI　A - 川西
前半左
後半右

明治
前半左
後半右 -

- 三和鎌田 -

柏原市 - 富雄

12:20⑩

⑨ 11:55 手前⑦勝ち - 奥⑦勝ち 本部

④ 9:35 UNEBI　A - 川西
前半左
後半右

- B3位 - A4位
前半左
後半右

-

B1位
前半左
後半右

- A4位

手前⑦負け - 奥⑦負け 本部

休憩

⑧ 11:30 A3位
前半左
後半右

⑥ 10:40

明治
前半左
後半右

⑦ 11:05 A１位 - B2位
前半左
後半右 A2位 -

A3位 - B3位
前半左
後半右 -



  　　   　　　　        

ＦＣ．ＵＮＥＢＩオータムカップU-8大会

１．主　　　旨　　　近隣の友好チームを招き、互いの技術の向上と友好を図ることにより、

                  　次のステージへの“ワンステップ”とする。

２．主　　　催　　　FC.UNEBI

３．日　　　程　　　令和４年１０月１０日(祝)

４．会　　　場　　　ヤタガラスフィールド東の翼　人工芝グラウンド（2面）

　　　　　　　　　　【住所】橿原市雲梯町323-2

５．参加チーム　  　　（対戦表の通り）

                  　◆ １２分-３分-１２分

６．参　加　費　　　３,５００円

７．大 会 規 定　　 日本サッカー協会競技規則に準ずる。

８．試 合 方 法  　

                  　◆ ７～８人制サッカー（少ない方に合わす）

                  　◆ ピッチサイズは縦60Ｍ，横４４Ｍ（通常のピッチより狭いです）

　　　　　　　　　　　　

10．審　　　判　　　配当表の通りの審判(１人制)でお願いします。審判服必要なし。

　　　　　　　　　　試合結果を本部へ報告下さい。

９．表　　　彰　　　優勝、準優勝、3位のチームを表彰する。

12．問い合わせ    　634-0004 橿原市木原町228-1-103 

11．救　　　護　　　大会中おきた事故については、応急処置のほかは責任を負わない。

　　　　　　　　　　自宅　TEL(0744)23-3137  携帯電話 090-1894-0100

　　　　　　　　　　FC.UNEBI代表兼監督　　　　岡島弘泰



ＵＮＥＢＩ（Ｂ）

高市

六条
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参加チーム：Ａ組（富雄、フルジェンテ、柏原市、ＵＮＥＢＩ（Ａ））Ｂ組（六条、奈良伏見、高市、ＵＮＥＢＩ（Ｂ））

南面 審判 北面 審判

休憩

奈良伏見

六条 - 高市
前半左
後半右

② 8:55 FC.UNEBI（Ａ） - フルジェンテ
前半左
後半右

① 8:20 FC.UNEBI（Ｂ） - 奈良伏見
前半左
後半右

柏原市 富雄
前半左
後半右

③ 9:30 FC.UNEBI（Ｂ） - 六条
前半左
後半右 奈良伏見 - 高市

前半左
後半右

④ 10:05 FC.UNEBI（Ａ） - 柏原市
前半左
後半右 フルジェンテ - 富雄

前半左
後半右

⑤ 10:40 FC.UNEBI（Ｂ） - 高市
前半左
後半右 奈良伏見 - 六条

前半左
後半右

⑥ 11:15 FC.UNEBI（Ａ） - 富雄
前半左
後半右 フルジェンテ - 柏原市

前半左
後半右

⑦ 12:00 Ａ３位 - Ｂ３位
前半左
後半右 Ａ４位 - Ｂ４位

前半左
後半右

⑧ 12:25 Ａ１位 - Ｂ１位 本部 Ａ２位 - Ｂ２位 本部

Ａ組 フルジェンテ 柏原市 富雄 ＵＮＥＢＩ（Ａ） 勝ち点

柏原市

総得点 総失点 得失点差 順位

フルジェンテ

ＵＮＥＢＩ（Ａ）

富雄

Ｂ組 奈良伏見 六条 高市 ＵＮＥＢＩ（Ｂ） 勝ち点 総得点 総失点 得失点差 順位


