
栃木ＥＩＫＯＨ ○４－０ ○２－１ ６６６６

３ ２２２２

６ １ ５ １１１１

●１－２ ３３３３ ５ ２

順位

ＲＡＴＳ＆ＳＴＡＲ ●０－４ ●０－４ ００００ ０ ８ －８ ３３３３

勝点 得点 失点 得失差

【３位パート】【３位パート】【３位パート】【３位パート】

ＲＡＴＳ＆ＳＴＡＲ 甲府東ｸﾗﾌﾞOB 栃木ＥＩＫＯＨ

６ ４ ２ ２２２２神栖シニアＦＣ ●１－４ ○５－０ ３３３３

８ １１１１

阿見ＦＣ
●０－５
  （棄 権）

●０－５
  （棄 権）

００００ ０ １０ －１０ ３３３３

○４－１ ６６６６ ９ １

３３３３

【２位パート】【２位パート】【２位パート】【２位パート】

千葉四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 阿見ＦＣ 神栖シニアＦＣ 勝点 得点 失点 得失差 順位

４ ０ ２２２２

ＦＣ Ｇ.Ｇ ●０－２ ●１－３ ００００ １ ５ －４

自由の女神セピア ●１－３ ○３－１ ３３３３

５ １ ４ １１１１ドリーム水戸シニアFC ○３－１ ○２－０ ６６６６

ＲＡＴＳ＆ＳＴＡＲ

ドリーム水戸シニアFC

失点 得失差

【１位パート】【１位パート】【１位パート】【１位パート】

ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱFC 自由の女神ｾﾋﾟｱ ＦＣ Ｇ.Ｇ 勝点 得点

大会第２日目大会第２日目大会第２日目大会第２日目 12月26日(日)　決勝リーグ(順位決定戦)結果12月26日(日)　決勝リーグ(順位決定戦)結果12月26日(日)　決勝リーグ(順位決定戦)結果12月26日(日)　決勝リーグ(順位決定戦)結果

神栖シニアＦＣ 栃木ＥＩＫＯＨ

栃木ＥＩＫＯＨ △０－０

－１

順位失点 得失差

順位

得点ＦＣ Ｇ.Ｇ

ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱFC

●０－２

順位得点 失点

３３３３

６６６６○９－０

●０－９

○２－０

【Ｃブロック】【Ｃブロック】【Ｃブロック】【Ｃブロック】

神栖シニアＦＣ ●０－１ △０－０

ＦＣ Ｇ.Ｇ ○１－０

千葉四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ

大会第１日目大会第１日目大会第１日目大会第１日目 12月25日(土)　予選リーグ結果12月25日(土)　予選リーグ結果12月25日(土)　予選リーグ結果12月25日(土)　予選リーグ結果

得点 失点 得失差 順位勝点千葉四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞＲＡＴＳ＆ＳＴＡＲ

【Ａブロック】【Ａブロック】【Ａブロック】【Ａブロック】

自由の女神ｾﾋﾟｱ

甲府東クラブＯＢ

阿見ＦＣ

○６－０

△１－１

●０－４ ●０－１

【Ｂブロック】【Ｂブロック】【Ｂブロック】【Ｂブロック】

●０－１

自由の女神セピア

４

●０－６

○１－０

得失差

００００ ０ ５ －５

甲府東ｸﾗﾌﾞOB 勝点

阿見ＦＣ

△１－１ ○４－０

２２２２○１－０

１０ ０ １０ １１１１

００００ ０ １５ －１５

２２２２

４４４４ ５ １ ４ １１１１

３３３３ ６ １ ５

０

３３３３

４４４４ ２ １ １

○５－０

勝点

○４－０

２２２２

６６６６ ３ ０ ３ １１１１

１１１１

甲府東クラブＯＢ

１

３３３３１１１１ ０ ２ －２

千葉四十雀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ



（ 自由の女神セピア ）（ 自由の女神セピア ）（ 自由の女神セピア ）（ 自由の女神セピア ）

（ 阿見フットボールクラブ ）（ 阿見フットボールクラブ ）（ 阿見フットボールクラブ ）（ 阿見フットボールクラブ ）

（ 甲府東クラブＯＢ ）（ 甲府東クラブＯＢ ）（ 甲府東クラブＯＢ ）（ 甲府東クラブＯＢ ）

（ 神栖シニアＦＣ ）（ 神栖シニアＦＣ ）（ 神栖シニアＦＣ ）（ 神栖シニアＦＣ ）

（ ＦＣ　Ｇ．Ｇ ）（ ＦＣ　Ｇ．Ｇ ）（ ＦＣ　Ｇ．Ｇ ）（ ＦＣ　Ｇ．Ｇ ）

（ 栃木ＥＩＫＯＨ ）（ 栃木ＥＩＫＯＨ ）（ 栃木ＥＩＫＯＨ ）（ 栃木ＥＩＫＯＨ ）

（ ＲＡＴＳ＆ＳＴＡＲ ）（ ＲＡＴＳ＆ＳＴＡＲ ）（ ＲＡＴＳ＆ＳＴＡＲ ）（ ＲＡＴＳ＆ＳＴＡＲ ）

（ ドリーム水戸シニアＦＣ ）（ ドリーム水戸シニアＦＣ ）（ ドリーム水戸シニアＦＣ ）（ ドリーム水戸シニアＦＣ ）

（ 茨城県神栖市 ）（ 茨城県神栖市 ）（ 茨城県神栖市 ）（ 茨城県神栖市 ）

（ 茨城県阿見町 ）（ 茨城県阿見町 ）（ 茨城県阿見町 ）（ 茨城県阿見町 ）

（ 栃木県さくら市 ）（ 栃木県さくら市 ）（ 栃木県さくら市 ）（ 栃木県さくら市 ）

ＲＡＴＳ＆ＳＴＡＲＲＡＴＳ＆ＳＴＡＲＲＡＴＳ＆ＳＴＡＲＲＡＴＳ＆ＳＴＡＲ

　　　川崎　秀隆　　　川崎　秀隆　　　川崎　秀隆　　　川崎　秀隆

　　　石塚　章一　　　石塚　章一　　　石塚　章一　　　石塚　章一

（ 山梨県甲府市 ）（ 山梨県甲府市 ）（ 山梨県甲府市 ）（ 山梨県甲府市 ）

（ 茨城県神栖市 ）（ 茨城県神栖市 ）（ 茨城県神栖市 ）（ 茨城県神栖市 ）

　　　加藤　　浩　　　加藤　　浩　　　加藤　　浩　　　加藤　　浩

　　　間方　敬二　　　間方　敬二　　　間方　敬二　　　間方　敬二

（ ドリーム水戸シニアＦＣ ）（ ドリーム水戸シニアＦＣ ）（ ドリーム水戸シニアＦＣ ）（ ドリーム水戸シニアＦＣ ）

（ 自由の女神セピア ）（ 自由の女神セピア ）（ 自由の女神セピア ）（ 自由の女神セピア ）

　　　弦間　由樹　　　弦間　由樹　　　弦間　由樹　　　弦間　由樹

　　　佐藤　和正　　　佐藤　和正　　　佐藤　和正　　　佐藤　和正

栃木ＥＩＫＯＨ栃木ＥＩＫＯＨ栃木ＥＩＫＯＨ栃木ＥＩＫＯＨ

甲府東クラブＯＢ甲府東クラブＯＢ甲府東クラブＯＢ甲府東クラブＯＢ

（ 茨城県水戸市 ）（ 茨城県水戸市 ）（ 茨城県水戸市 ）（ 茨城県水戸市 ）

（ 茨城県神栖市 ）（ 茨城県神栖市 ）（ 茨城県神栖市 ）（ 茨城県神栖市 ）

（ 茨城県鹿嶋市 ）（ 茨城県鹿嶋市 ）（ 茨城県鹿嶋市 ）（ 茨城県鹿嶋市 ）

（ 千葉県千葉市 ）（ 千葉県千葉市 ）（ 千葉県千葉市 ）（ 千葉県千葉市 ）

ＦＣ　Ｇ．ＧＦＣ　Ｇ．ＧＦＣ　Ｇ．ＧＦＣ　Ｇ．Ｇ

千葉四十雀サッカークラブ千葉四十雀サッカークラブ千葉四十雀サッカークラブ千葉四十雀サッカークラブ

神栖シニアＦＣ神栖シニアＦＣ神栖シニアＦＣ神栖シニアＦＣ

阿見フットボールクラブ阿見フットボールクラブ阿見フットボールクラブ阿見フットボールクラブ

　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手

　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手

　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手

　　最優秀選手　　最優秀選手　　最優秀選手　　最優秀選手

　　　宮本　純一　　　宮本　純一　　　宮本　純一　　　宮本　純一

　　　佐藤　喜行　　　佐藤　喜行　　　佐藤　喜行　　　佐藤　喜行

　　　伊藤　敏明　　　伊藤　敏明　　　伊藤　敏明　　　伊藤　敏明

　　　湯浅　満久　　　湯浅　満久　　　湯浅　満久　　　湯浅　満久

　　　佐伯幸一郎　　　佐伯幸一郎　　　佐伯幸一郎　　　佐伯幸一郎

　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手

　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手

　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手

個人表彰個人表彰個人表彰個人表彰

　　敢闘賞　　敢闘賞　　敢闘賞　　敢闘賞

　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手

　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手

　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手　　優秀選手

　　優　勝　　優　勝　　優　勝　　優　勝

　　準優勝　　準優勝　　準優勝　　準優勝

　　３　位　　３　位　　３　位　　３　位

　　４　位　　４　位　　４　位　　４　位

　　５　位　　５　位　　５　位　　５　位

　　６　位　　６　位　　６　位　　６　位

　　７　位　　７　位　　７　位　　７　位

　　８　位　　８　位　　８　位　　８　位

　　９　位　　９　位　　９　位　　９　位

ドリーム水戸シニアＦＣドリーム水戸シニアＦＣドリーム水戸シニアＦＣドリーム水戸シニアＦＣ

自由の女神セピア自由の女神セピア自由の女神セピア自由の女神セピア

（ 千葉四十雀サッカークラブ ）（ 千葉四十雀サッカークラブ ）（ 千葉四十雀サッカークラブ ）（ 千葉四十雀サッカークラブ ）

第２回神栖市長杯シニア(40歳以上)サッカー大会　順位表第２回神栖市長杯シニア(40歳以上)サッカー大会　順位表第２回神栖市長杯シニア(40歳以上)サッカー大会　順位表第２回神栖市長杯シニア(40歳以上)サッカー大会　順位表


