
2022/3/28

時間 マッチNo マッチNo マッチNo

10:00 ロンドリーナUM vs ビークス3 シャペウ vs ボセアマドール エスタボン ロンドリーナTRES

10:45 東海大学翔洋高校 vs 湘南ベルマーレ デレヤオーネ vs 聖和学園フットサル部2 エスタボン vs ボセアマドール

11:30 グランアルボル vs デレヤオーネ ロンドリーナDOIS vs ビークス1 ビークス2 vs ヴィエント

12:15 聖和学園フットサル部1 vs ビークス 東海大学翔洋高校 vs デレヤオーネ 湘南ベルマーレ vs 聖和学園フットサル部2

13:00 ロンドリーナUM vs グランアルボル シャペウ vs ロンドリーナDOIS エスタボン vs ビークス2

13:45 エスタボン vs 聖和学園フットサル部1 ボセアマドール vs ビークス 東海大学翔洋高校 vs 聖和学園フットサル部2

14:30 ビークス3 vs デレヤオーネ ボセアマドール vs ビークス1 ロンドリーナTRES vs ヴィエント

15:15 湘南ベルマーレ vs デレヤオーネ エスタボン vs ビークス ボセアマドール vs 聖和学園フットサル部1

16:00 ロンドリーナUM vs デレヤオーネ シャペウ vs ビークス1 エスタボン vs ヴィエント

16:45 東海大学翔洋高校 vs vs vs

交流戦 交流戦 交流戦

17:00 ビークス3 vs グランアルボル ボセアマドール vs ロンドリーナDOIS ロンドリーナTRES vs ビークス2

17:30 vs vs vs

18:15 vs vs vs

19:00 vs vs vs

2022/3/29

時間 マッチNo マッチNo マッチNo

9:30 ① Aブロック1位 vs 3位① ② Cブロック1位 vs Bブロック2位 ⓷ Bブロック1位 vs 3位②

10:15 下位リーグ vs 下位リーグ ① Aブロック1位 vs Bブロック2位 ② Bブロック1位 vs Aブロック2位

11:00 ④ Aブロック2位 vs Cブロック2位 ⑤ Aブロック4位 vs Bブロック4位 ⑥ Cブロック4位 vs 3位

11:45 下位リーグ vs 下位リーグ ①敗者 vs ②敗者 vs

12:30 ⑦ ①敗者 vs ②敗者 ⑧ ⓷敗者 vs ④敗者 ⑤敗者 vs ⑥敗者

13:15 ⑨ ①勝者 vs ②勝者 ⑩ ⓷勝者 vs ④勝者 ⑤勝者 vs ⑥勝者

14:00 下位リーグ vs 下位リーグ ⑩ ①勝者 vs ②勝者 vs

14:45 ⑨勝者 vs ⑩勝者 ⑨敗者 vs ⑩敗者 ⑦勝者 vs ⑧勝者

vs vs vs

vs vs vs

vs vs

vs vs vs

vs vs vs

メインアリーナA メインアリーナB メインアリーナC

メインアリーナA メインアリーナB メインアリーナC

U-15 予選リーグ
Aブロック

A B C D 勝ち点 得点 失点 総得点 順位

A ロンドリーナUM ＊

B ビークス3 ＊

C グランアルボル ＊

D デレヤオーネ ＊

Bブロック
F G H I 勝ち点 得点 失点 総得点 順位

E シャペウ ＊

F ボセアマドール ＊

G ロンドリーナDOIS ＊

H ビークス1 ＊

Cブロック
F G H I 勝ち点 得点 失点 総得点 順位

I エスタボン ＊

J ロンドリーナTRES ＊

K ビークス2 ＊

L ヴィエント ＊


