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回戦

第１シード

第２シード

第３シード

第４シード

第５シード

第６シード

第７シード

第８シード

開催場所 対戦チームほか

１回戦 筑北村本城体育館

１回戦 筑北村本城体育館

２回戦 筑北村本城体育館

２回戦 筑北村本城体育館

３回戦

準決勝 ３回戦の勝者4チームによる準決勝戦

決勝 準決勝の勝者2チームによる決勝戦

集合時間 8:30 (12/7は7：30～）

会場設営 8：40～8：55 (12/7は7：40～9：20） 各チーム3名以上で実施

代表者会議 8：55～9：10

公式練習 各試合開始20分前から10分間

エキップメントチェック　各試合開始7分前から

選手入場 各試合開始3分間から

最終試合終了後、会場撤収 各チーム3名以上で実施

11/17(日）

開催日

11/24(日）

12/07(土）

Cresce高峰

12/08(日）

上田西高校フットサル部

１
回
戦
よ
り
参
加
チ
ー
ム

12/08(日）

千曲市ことぶきアリーナ千曲

千曲市ことぶきアリーナ千曲

千曲市ことぶきアリーナ千曲

トーナメント日程

11/3(日）

11/10(日）

市村　圭佑

最大１２チームによるトーナメント１回戦

安原 悠矢

鈴木 武士

長野県松本美須々ヶ丘高等学校

ボアルース長野ヴェルメリオ

ロベルカル信州フットサルクラブ 上原 一恭

Ｂｌｏｏｄｙ　Ｒｏｓｅ

矢口　英大

野口 魁人

長野県U-18

長野県U-18

長野県1部

FC.みやだい 勝澤 祐人 無所属

FC TRIDENT 

宮本 孝子

サルタトーレさかき 中沢　元紀 長野県２部北

若林　順平 長野県1部

長野県２部北

信州大学VaizravaNa 高橋 大樹 北信越大学

長野県２部北

VENTURA FC

松本大学

長野県1部OHFA

軽井沢 ATTACCANTE FUTSAL CLUB 1999 栁澤　健司 長野県1部

酒井　賢二

長野県1部

長野県1部アプリコスタ千曲 上原　友和

各会場スケジュール

JFA第25回全日本フットサル選手権大会第24回長野県大会

チーム名 代表者 所属リーグ

２回戦勝者6チーム＋シード２チームによる
トーナメント３回戦

東信エンジョイ

奥本　真司

三澤　陽平 無所属

アルフェルテ南信州 岩浪　薫 北信越2部

SC軽井沢クラブ 小林　訓起

１回戦勝者６チーム＋シードチーム６チームに
よる
トーナメント２回戦

ＡｌＲｏｓｓｅ松本 平出　孝太 北信越2部

AC.KISO 原　航大 長野県1部

長野県２部北

長野大学

長野県２部南



Rev03

No １回戦A 主　審 第二審判 第三審判 タイムキーパー 記録 ＢＰ

1 10:00～ サルタトーレさかき
7-6

(3-3)
松本大学 OHFA 上田西高校 上田西高校 OHFA アプリコスタ千曲 松本美須々ヶ丘高校

2 12:15～ アプリコスタ千曲
28-0

(13-0)
松本美須々ヶ丘高校 サルタトーレさかき 松本大学 松本大学 サルタトーレさかき OHFA 上田西高校

3 14:30～ OHFA
9-0

(4-0)
上田西高校 アプリコスタ千曲 松本美須々ヶ丘高校 松本美須々ヶ丘高校 アプリコスタ千曲 サルタトーレさかき 松本大学

No １回戦B 主　審 第二審判 第三審判 タイムキーパー 記録 ＢＰ

4 10:00～ 軽井沢アタカンテ
6-1

(3-0)
長野大学 VENTURA FC FC.みやだい FC.みやだい VENTURA FC VaizravaNa Cresce高峰

5 12:15～ VaizravaNa
7-3

(1-1)
Cresce高峰 軽井沢アタカンテ 長野大学 長野大学 軽井沢アタカンテ VENTURA FC FC.みやだい

6 14:30～ VENTURA FC
1-11
(0-5)

FC.みやだい VaizravaNa Cresce高峰 Cresce高峰 VaizravaNa 軽井沢アタカンテ 長野大学

No 2回戦A 主　審 第二審判 第三審判 タイムキーパー 記録 ＢＰ

7 10:00～ ロベルカル信州 サルタトーレさかき アルフェルテ南信州 OHFA OHFA アルフェルテ南信州 AC.KISO アプリコスタ千曲

8 12:15～ AC.KISO アプリコスタ千曲 ロベルカル信州 サルタトーレさかき サルタトーレさかき ロベルカル信州 アルフェルテ南信州 OHFA

9 14:30～ アルフェルテ南信州 OHFA AC.KISO アプリコスタ千曲 アプリコスタ千曲 AC.KISO ロベルカル信州 サルタトーレさかき

No 2回戦B 主　審 第二審判 第三審判 タイムキーパー 記録 ＢＰ

10 10:00～ sc軽井沢クラブ 軽井沢アタカンテ FC TRIDENT FC.みやだい FC.みやだい FC TRIDENT ＡｌＲｏｓｓｅ松本 VaizravaNa

11 12:15～ ＡｌＲｏｓｓｅ松本 VaizravaNa sc軽井沢クラブ 軽井沢アタカンテ 軽井沢アタカンテ sc軽井沢クラブ FC TRIDENT FC.みやだい

12 14:30～ FC TRIDENT FC.みやだい ＡｌＲｏｓｓｅ松本 VaizravaNa VaizravaNa ＡｌＲｏｓｓｅ松本 sc軽井沢クラブ 軽井沢アタカンテ

No ３回戦 主　審 第二審判 第三審判 タイムキーパー 記録 ＢＰ

9:40～9:50

13 10:15～ Bloody Rose №7勝者 派遣 №10勝者 №11勝者 №11勝者 №10勝者 №16より各２名

14 12:30～ №8勝者 №9勝者 派遣 ヴェルメリオ №12勝者 №12勝者 ヴェルメリオ №13より各２名

15 14:45～ №10勝者 №11勝者 派遣 Bloody Rose №7勝者 №7勝者 Bloody Rose №14より各２名

16 17：00～ ヴェルメリオ №12勝者 派遣 №8勝者 №9勝者 №9勝者 №8勝者 №15より各２名

No 準決勝 主　審 第二審判 第三審判 タイムキーパー 記録 ＢＰ

17 9:30～ №13勝者 №14勝者 派遣 派遣 派遣 派遣 №13,14負けより各1名 №13,14負けより各２名

18 11：45～ №15勝者 №16勝者 派遣 派遣 派遣 派遣 №15、16負けより各1名 №15、16負けより各２名

No 決勝 主　審 第二審判 第三審判 タイムキーパー 記録 ＢＰ

19 14:30～ №17勝者 №18勝者 派遣 派遣 派遣 派遣 №17,18負けより各1名 №17,18負けより各２名

筑北村本城体育館(20-5-20)

11月17日（日）

筑北村本城体育館(20-5-20)

筑北村本城体育館(20-5-20)

第25回全日本フットサル選手権大会第24回長野県大会

11月3日（日）

筑北村本城体育館(20-5-20)

11月10日（日）

11月24日（日）

12月07日（日）

ことぶきアリーナ千曲(20-5-20)

12月08日（日）

ことぶきアリーナ千曲(20-5-20)

12月08日（日）

ことぶきアリーナ千曲(20-10-20)

開会式　※３回戦進出８チーム参加の事


