
開催日　： 2016年 6月 11日（土）　

会 　場　： 下呂交流会館ｱｸﾃｨﾌﾞ 温ｱﾘｰﾅ

開会式　： 午前の部　９：３０～ 午後の部　１３：３０～

監督／審判会議　： 午前の部　９：２０～ 午後の部　１３：２０～

◎ ｸﾞﾙｰﾌﾟ分け

ｸﾞﾙｰﾌﾟ A （午前の部） ｸﾞﾙｰﾌﾟ E （午後の部）

A1 中濃1位 郡上八幡FC U12 郡上八幡 E1 飛騨1位 神岡ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 神岡SSS

A2 岐阜3位 北方JFS 北方ＪＦＳ E2 西濃2位 ﾚｲﾝﾎﾞｰ垂井FC ﾚｲﾝﾎﾞｰ

A3 GFL-5位 ﾌｰﾜﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ﾌｰﾜ E3 中濃5位 加茂野ｼﾞｭﾆｱ・ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ・ｸﾗﾌﾞ 加茂野

ｸﾞﾙｰﾌﾟ B （午前の部） ｸﾞﾙｰﾌﾟ F （午後の部）

B1 岐阜2位 ｴﾌｼｰｹｰｼﾞｰﾋﾟｰ K-GP F1 GFL-2位 若鮎長良FCｲﾝﾃﾘｵｰﾙ ｲﾝﾃ

B2 中濃3位 FC ｱﾝﾌｨﾆ ｱﾝﾌｨﾆ F2 飛騨3位 高山ｳｨﾝｸﾞｽ ｳｨﾝｸﾞｽ

B3 GFL-4位 FCｸﾞﾘﾌｫﾝ ｸﾞﾘﾌｫﾝ F3 岐阜4位 穂積北ｻｯｶｰ少年団 穂積北

ｸﾞﾙｰﾌﾟ C （午前の部） ｸﾞﾙｰﾌﾟ G （午後の部）

C1 GFL-1位 ｱｳﾄﾗｲﾝFC ｱｳﾄ G1 東濃1位 FCﾎﾞﾙﾃｨｽ ﾎﾞﾙﾃｨｽ

C2 東濃2位 中津川ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 中津川　　 G2 中濃2位 ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ土田FC ｴｽﾍﾟ

C3 岐阜5位 岐阜西ＳＣｻｯｶｰｸﾗﾌﾞU-12 GNS G3 GFL-7位 養老ｷｯｶｰｽﾞ 養老KS

ｸﾞﾙｰﾌﾟ D （午前の部） ｸﾞﾙｰﾌﾟ H （午後の部）

D1 西濃1位 ｴﾌｼｰ ﾚｽﾀｰ ﾚｽﾀｰ H1 岐阜1位 鶉ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｻｯｶｰ部 鶉SSS

D2 飛騨2位 国府ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団 国府SSS H2 GFL-3位 岩野田ｻｯｶｰ少年団 岩野田

D3 GFL-6位 金山ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 金山 H3 中濃4位 山手ｻｯｶｰ少年団 山手SS

◎ 組合せ

試合時間　１０－２－１０分　ランニングタイム 試合時間　１０－２－１０分　ランニングタイム

Aコート ※前後半残り1分はプレーイングタイム Bコート ※前後半残り1分はプレーイングタイム

ﾏｯﾁＮｏ 試合時間 記録 ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ ﾏｯﾁＮｏ 試合時間 記録 ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ

開会式 9:30 開会式 9:30

【1】 10:00 A1 vs A2 C1 C2 【2】 10:00 B1 ｖｓ B2 D1 D2

【3】 10:30 C1 vs C2 A1 A2 【4】 10:30 D1 ｖｓ D2 B1 B2

【5】 11:00 A3 vs A1 C3 C1 【6】 11:00 B3 ｖｓ B1 D3 D1

【7】 11:30 C3 vs C1 A3 A1 【8】 11:30 D3 ｖｓ D1 B3 B1

【9】 12:00 A2 vs A3 C2 C3 【10】 12:00 B2 ｖｓ B3 D2 D3

【11】 12:30 C2 vs C3 A2 A3 【12】 12:30 D2 ｖｓ D3 B2 B3

開会式 13:30 開会式 13:30

【13】 14:00 E1 vs E2 G1 G2 【14】 14:00 F1 ｖｓ F2 H1 H2

【15】 14:30 G1 vs G2 E1 E2 【16】 14:30 H1 ｖｓ H2 F1 F2

【17】 15:00 E3 ｖｓ E1 G3 G1 【18】 15:00 F3 ｖｓ F1 H3 H1

【19】 15:30 G3 ｖｓ G1 E3 E1 【20】 15:30 H3 ｖｓ H1 F3 F1

【21】 16:00 E2 ｖｓ E3 G2 G3 【22】 16:00 F2 ｖｓ F3 H2 H3

【23】 16:30 G2 ｖｓ G3 E2 E3 【24】 16:30 H2 ｖｓ H3 F2 F3

※ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｿﾝBPは記録･ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ担当チームより各２名出して下さい ※ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｿﾝBPは記録･ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ担当チームより各２名出して下さい

組合せ 組合せ

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第26回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会 岐阜県大会 1次ﾗｳﾝﾄﾞ　組合せ、ﾏｯﾁｽｹｼﾞｭｰﾙ

一般財団法人　岐阜県ｻｯｶｰ協会 ﾌｯﾄｻﾙ委員会



Ｇｒｏｕｐ Ａ
勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点

得失差

中濃1位

郡上八幡FC U12

岐阜3位

北方JFS

GFL-5位

ﾌｰﾜﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

ﾏｯﾁNo､ｺｰﾄNo､Kickoff

　【1】Aｺｰﾄ 10:00 -

　【5】Aｺｰﾄ 11:00 -

　【9】Aｺｰﾄ 12:00 -

Ｇｒｏｕｐ Ｂ
勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点

得失差

岐阜2位

ｴﾌｼｰｹｰｼﾞｰﾋﾟｰ

中濃3位

FC ｱﾝﾌｨﾆ

GFL-4位

FCｸﾞﾘﾌｫﾝ

ﾏｯﾁNo､ｺｰﾄNo､Kickoff

　【2】Bｺｰﾄ 10:00 -

　【6】Bｺｰﾄ 11:00 -

　【10】Bｺｰﾄ 12:00 -

Ｇｒｏｕｐ Ｃ
勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点

得失差

GFL-1位

ｱｳﾄﾗｲﾝFC 

東濃2位

中津川ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

岐阜5位

岐阜西ＳＣｻｯｶｰｸﾗﾌﾞU-12

ﾏｯﾁNo､ｺｰﾄNo､Kickoff

　【3】Aｺｰﾄ 10:30 -

　【7】Aｺｰﾄ 11:30 -

　【11】Aｺｰﾄ 12:30 -

Ｇｒｏｕｐ Ｄ
勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点

得失差

西濃1位

ｴﾌｼｰ ﾚｽﾀｰ

飛騨2位

国府ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

GFL-6位

金山ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

ﾏｯﾁNo､ｺｰﾄNo､Kickoff

　【4】Bｺｰﾄ 10:30 -

　【8】Bｺｰﾄ 11:30 -

　【12】Bｺｰﾄ 12:30 -

ｸﾞﾘﾌｫﾝｱﾝﾌｨﾆK-GP

北方ＪＦＳ

郡上八幡

ﾌｰﾜ

郡上八幡

ﾌｰﾜ

北方ＪＦＳ

国府SSS

ﾚｽﾀｰ

K-GP

ｸﾞﾘﾌｫﾝ

ｱﾝﾌｨﾆ

ｱﾝﾌｨﾆ

K-GP

ｸﾞﾘﾌｫﾝ

ｱｳﾄ

GNS

中津川　　

中津川　　

ｱｳﾄ

GNS

2016年 6月 11日（土）　下呂交流会館 温ｱﾘｰﾅ

【1次ﾗｳﾝﾄﾞ】　【1】～【24】ランニングタイム　１０分－２分－１０分　※前後半残り1分はﾌﾟﾚｰｲﾝｸﾞﾀｲﾑ

　　　ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第26回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会 岐阜県大会 1次ラウンド

金山

ﾚｽﾀｰ

金山

国府SSS ｱﾝﾌｨﾆ ｸﾞﾘﾌｫﾝ

K-GP ｱﾝﾌｨﾆ

ｸﾞﾘﾌｫﾝ

郡上八幡

ﾌｰﾜ

中津川　　 GNS

ﾌｰﾜ

北方ＪＦＳ

郡上八幡

金山国府SSS

ｱｳﾄ

ﾚｽﾀｰ 国府SSS

金山 ﾚｽﾀｰ

対戦ｶｰﾄﾞ

北方ＪＦＳ

対戦ｶｰﾄﾞ 第3審判／記録 ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ

第3審判／記録 ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ

ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ

ｱｳﾄ 中津川　　

GNS ｱｳﾄ

中津川　　 GNS

K-GP

対戦ｶｰﾄﾞ 第3審判／記録 ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ

 

 

ﾚｽﾀｰ 国府SSS 金山

 

 

 

 

 

 

 

対戦ｶｰﾄﾞ 第3審判／記録

郡上八幡 北方ＪＦＳ ﾌｰﾜ

 

 

 

一般財団法人　岐阜県ｻｯｶｰ協会 ﾌｯﾄｻﾙ委員会



Ｇｒｏｕｐ Ｅ
勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点

得失差

飛騨1位

神岡ｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

西濃2位

ﾚｲﾝﾎﾞｰ垂井FC

中濃5位

加茂野ｼﾞｭﾆｱ・ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ・ｸﾗﾌﾞ

ﾏｯﾁNo､ｺｰﾄNo､Kickoff

　【13】Aｺｰﾄ 14:00 -

　【17】Aｺｰﾄ 15:00 -

　【21】Aｺｰﾄ 16:00 -

Ｇｒｏｕｐ Ｆ
勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点

得失差

GFL-2位

若鮎長良FCｲﾝﾃﾘｵｰﾙ

飛騨3位

高山ｳｨﾝｸﾞｽ

岐阜4位

穂積北ｻｯｶｰ少年団

ﾏｯﾁNo､ｺｰﾄNo､Kickoff

　【14】Bｺｰﾄ 14:00 -

　【18】Bｺｰﾄ 15:00 -

　【22】Bｺｰﾄ 16:00 -

Ｇｒｏｕｐ Ｇ
勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点

得失差

東濃1位

FCﾎﾞﾙﾃｨｽ

中濃2位

ｴｽﾍﾟﾗﾝｻ土田FC

GFL-7位

養老ｷｯｶｰｽﾞ

ﾏｯﾁNo､ｺｰﾄNo､Kickoff

　【15】Aｺｰﾄ 14:30 -

　【19】Aｺｰﾄ 15:30 -

　【23】Aｺｰﾄ 16:30 -

Ｇｒｏｕｐ Ｈ
勝点 勝利 引分 敗戦 得点 失点

得失差

岐阜1位

鶉ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｻｯｶｰ部

GFL-3位

岩野田ｻｯｶｰ少年団

中濃4位

山手ｻｯｶｰ少年団

ﾏｯﾁNo､ｺｰﾄNo､Kickoff

　【16】Bｺｰﾄ 14:30 -

　【20】Bｺｰﾄ 15:30 -

　【24】Bｺｰﾄ 16:30 -

穂積北 ｲﾝﾃ

ｳｨﾝｸﾞｽ 穂積北

鶉SSS

山手SS

岩野田

岩野田

鶉SSS

山手SS

対戦ｶｰﾄﾞ 第3審判／記録 ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ

ｲﾝﾃ ｳｨﾝｸﾞｽ

ﾎﾞﾙﾃｨｽ

養老KS

ｴｽﾍﾟ

対戦ｶｰﾄﾞ

 

神岡SSS

加茂野

ﾚｲﾝﾎﾞｰ

ﾚｲﾝﾎﾞｰ

神岡SSS

加茂野

ｲﾝﾃ

穂積北

 

ｳｨﾝｸﾞｽ

ｲﾝﾃ

穂積北

ｴｽﾍﾟ

ﾎﾞﾙﾃｨｽ

養老KS

鶉SSS 岩野田 山手SS

 

ﾚｲﾝﾎﾞｰ 加茂野

第3審判／記録 ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ

神岡SSS ﾚｲﾝﾎﾞｰ

加茂野 神岡SSS

 

 

ﾎﾞﾙﾃｨｽ ｴｽﾍﾟ 養老KS

 

山手SS 鶉SSS

岩野田 山手SS

対戦ｶｰﾄﾞ 第3審判／記録 ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ

鶉SSS 岩野田

ｳｨﾝｸﾞｽ

 

 

ｲﾝﾃ ｳｨﾝｸﾞｽ 穂積北

 

ｴｽﾍﾟ 養老KS

対戦ｶｰﾄﾞ 第3審判／記録 ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ

ﾎﾞﾙﾃｨｽ ｴｽﾍﾟ

養老KS ﾎﾞﾙﾃｨｽ

 

 

※優勝ﾁｰﾑは､2016年8月12～14日東京都内で開催される全国大会に出場する｡

加茂野

 

神岡SSS ﾚｲﾝﾎﾞｰ

一般財団法人　岐阜県ｻｯｶｰ協会 ﾌｯﾄｻﾙ委員会



2016年 6月 11日（土）　下呂交流会館 温ｱﾘｰﾅ

【1次ﾗｳﾝﾄﾞ】　【1】～【24】ランニングタイム　１０分－２分－１０分　※前後半残り1分はﾌﾟﾚｰｲﾝｸﾞﾀｲﾑ

ﾏｯﾁNo､ｺｰﾄNo､Kickoff 第3審判／記録 ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ

　【1】Aｺｰﾄ 10:00 郡上八幡 - 北方ＪＦＳ ｱｳﾄ 中津川　　

　【2】Bｺｰﾄ 10:00 K-GP - ｱﾝﾌｨﾆ ﾚｽﾀｰ 国府SSS

　【3】Aｺｰﾄ 10:30 ｱｳﾄ - 中津川　　 郡上八幡 北方ＪＦＳ

　【4】Bｺｰﾄ 10:30 ﾚｽﾀｰ - 国府SSS K-GP ｱﾝﾌｨﾆ

　【5】Aｺｰﾄ 11:00 ﾌｰﾜ - 郡上八幡 GNS ｱｳﾄ

　【6】Bｺｰﾄ 11:00 ｸﾞﾘﾌｫﾝ - K-GP 金山 ﾚｽﾀｰ

　【7】Aｺｰﾄ 11:30 GNS - ｱｳﾄ ﾌｰﾜ 郡上八幡

　【8】Bｺｰﾄ 11:30 金山 - ﾚｽﾀｰ ｸﾞﾘﾌｫﾝ K-GP

　【9】Aｺｰﾄ 12:00 北方ＪＦＳ - ﾌｰﾜ 中津川　　 GNS

　【10】Bｺｰﾄ 12:00 ｱﾝﾌｨﾆ - ｸﾞﾘﾌｫﾝ 国府SSS 金山

　【11】Aｺｰﾄ 12:30 中津川　　 - GNS 北方ＪＦＳ ﾌｰﾜ

　【12】Bｺｰﾄ 12:30 国府SSS - 金山 ｱﾝﾌｨﾆ ｸﾞﾘﾌｫﾝ

　【13】Aｺｰﾄ 14:00 神岡SSS - ﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾎﾞﾙﾃｨｽ ｴｽﾍﾟ

　【14】Bｺｰﾄ 14:00 ｲﾝﾃ - ｳｨﾝｸﾞｽ 鶉SSS 岩野田

　【15】Aｺｰﾄ 14:30 ﾎﾞﾙﾃｨｽ - ｴｽﾍﾟ 神岡SSS ﾚｲﾝﾎﾞｰ

　【16】Bｺｰﾄ 14:30 鶉SSS - 岩野田 ｲﾝﾃ ｳｨﾝｸﾞｽ

　【17】Aｺｰﾄ 15:00 加茂野 - 神岡SSS 養老KS ﾎﾞﾙﾃｨｽ

　【18】Bｺｰﾄ 15:00 穂積北 - ｲﾝﾃ 山手SS 鶉SSS

　【19】Aｺｰﾄ 15:30 養老KS - ﾎﾞﾙﾃｨｽ 加茂野 神岡SSS

　【20】Bｺｰﾄ 15:30 山手SS - 鶉SSS 穂積北 ｲﾝﾃ

　【21】Aｺｰﾄ 16:00 ﾚｲﾝﾎﾞｰ - 加茂野 ｴｽﾍﾟ 養老KS

　【22】Bｺｰﾄ 16:00 ｳｨﾝｸﾞｽ - 穂積北 岩野田 山手SS

　【23】Aｺｰﾄ 16:30 ｴｽﾍﾟ - 養老KS ﾚｲﾝﾎﾞｰ 加茂野

　【24】Bｺｰﾄ 16:30 岩野田 - 山手SS ｳｨﾝｸﾞｽ 穂積北

2016年 6月 12日（日 ）　下呂交流会館アクティブ 温アリーナ

ﾏｯﾁNo､ｺｰﾄNo､Kickoff 第3審判／記録 ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ

　【25】Aｺｰﾄ 10:00 Ａ１位 - Ｈ２位 Ｂ１位 Ｇ２位

　【26】Bｺｰﾄ 10:00 Ｅ１位 - Ｄ２位 Ｆ１位 Ｃ２位

　【27】Aｺｰﾄ 10:30 Ｂ１位 - Ｇ２位 Ａ１位 Ｈ２位

　【28】Bｺｰﾄ 10:30 Ｆ１位 - Ｃ２位 Ｅ１位 Ｄ２位

　【29】Aｺｰﾄ 11:00 Ｃ１位 - Ｆ２位 Ｄ１位 Ｅ２位

　【30】Bｺｰﾄ 11:00 Ｇ１位 - Ｂ２位 Ｈ１位 Ａ２位

　【31】Aｺｰﾄ 11:30 Ｄ１位 - Ｅ２位 Ｃ１位 Ｆ２位

　【32】Bｺｰﾄ 11:30 Ｈ１位 - Ａ２位 Ｇ１位 Ｂ２位

　【33】Aｺｰﾄ 12:00 【25】勝ち - 【27】勝ち 【29】勝ち 【31】勝ち

　【34】Bｺｰﾄ 12:00 【26】勝ち - 【28】勝ち 【30】勝ち 【32】勝ち

　【35】Aｺｰﾄ 12:30 【29】勝ち - 【31】勝ち 【25】勝ち 【27】勝ち

　【36】Bｺｰﾄ 12:30 【30】勝ち - 【32】勝ち 【26】勝ち 【28】勝ち

　【37】Aｺｰﾄ 13:00 【25】負け - 【27】負け 【29】負け 【31】負け

　【38】Bｺｰﾄ 13:00 【26】負け - 【28】負け 【30】負け 【32】負け

　【39】Aｺｰﾄ 13:30 【29】負け - 【31】負け 【25】負け 【27】負け

　【40】Bｺｰﾄ 13:30 【30】負け - 【32】負け 【26】負け 【28】負け

ﾏｯﾁNo､ｺｰﾄNo､Kickoff 記録 ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ

　【41】Aｺｰﾄ 14:00 【33】勝ち - 【35】勝ち 【33】負け 【35】負け

　【42】Bｺｰﾄ 14:00 【34】勝ち - 【36】勝ち 【34】負け 【36】負け

　【43】Aｺｰﾄ 14:45 【41】負け - 【42】負け 【41】勝ち 【42】勝ち

【41】～【44】審判：審判部

【44】プレーイングタイム　１０分－５分－１０分

ﾏｯﾁNo､ｺｰﾄNo､Kickoff 記録 ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ

　【44】Bｺｰﾄ 15:30 【41】勝ち - 【42】勝ち 【41】負け 【42】負け

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第26回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会 岐阜県大会 ﾏｯﾁｽｹｼﾞｭｰﾙ

対戦ｶｰﾄﾞ

対戦ｶｰﾄﾞ

対戦ｶｰﾄﾞ

【Final】　

対戦ｶｰﾄﾞ

【決勝ﾗｳﾝﾄﾞ】　【25】～【43】ランニングタイム　１０分－２分－１０分　※前後半残り1分はﾌﾟﾚｰｲﾝｸﾞﾀｲﾑ

一般財団法人　岐阜県ｻｯｶｰ協会 ﾌｯﾄｻﾙ委員会



開催日　： 2016年 6月 12日（日）　

会 　場　： 金山ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

開会式　： ９：３０～

監督／審判会議　： ９：２０～ ※全試合､帯同審判にて行って下さい｡

試合時間　： １０分－２分－１０分　ランニングタイム

◎ ｸﾞﾙｰﾌﾟ分け

ｸﾞﾙｰﾌﾟ A

A3位 A3 A3

B3位 B3 B3

C3位 C3 C3

D3位 D3 D3

ｸﾞﾙｰﾌﾟ B

E3位 E3 E3

F3位 F3 F3

G3位 G3 G3

H3位 H3 H3

◎ 組合せ

試合時間　１０－２－１０分　ランニングタイム

Aコート

ﾏｯﾁＮｏ 試合時間 ｸﾞﾙｰﾌﾟ R1/記録 R2/ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ

開会式 9:30

【1】 10:00 A A3 VS B3 F3 H3

【2】 10:30 B E3 VS F3 A3 B3

【3】 11:00 A C3 VS D3 E3 F3

【4】 11:30 B G3 VS H3 C3 D3

【5】 12:00 A D3 VS A3 G3 H3

【6】 12:30 B H3 VS E3 D3 A3

【7】 13:00 A B3 VS C3 H3 E3

【8】 13:30 B F3 VS G3 B3 C3

【9】 14:00 A A3 VS C3 F3 G3

【10】 14:30 B E3 VS G3 A3 C3

【11】 15:00 A B3 VS D3 E3 G3

【12】 15:30 B F3 VS H3 B3 D3

【13】 16:00 3決 Aｸﾞﾙｰﾌﾟ2位 VS Bｸﾞﾙｰﾌﾟ2位 Aｸﾞﾙｰﾌﾟ1位 Bｸﾞﾙｰﾌﾟ1位

【14】 16:30 決勝 Aｸﾞﾙｰﾌﾟ1位 VS Bｸﾞﾙｰﾌﾟ1位 Aｸﾞﾙｰﾌﾟ2位 Bｸﾞﾙｰﾌﾟ2位

※ﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｿﾝBPは記録･ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ担当チームより各２名出して下さい

ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶｯﾌﾟ第26回全日本少年ﾌｯﾄｻﾙ大会 岐阜県大会 交流戦ラウンド　組合せ、ﾏｯﾁｽｹｼﾞｭｰﾙ

組合せ

一般財団法人　岐阜県ｻｯｶｰ協会 ﾌｯﾄｻﾙ委員会


