
２０１３　岐阜県フットサルリーグ　U-11途中経過

　池　田 　北　方 　金　山 　JUVEN 　ZELO 　岩野田 　八百津 　白　川 　ブラバ 　インテ 　　鶉 グリフォン 　揖斐川 　穂　積 　加茂野 　妻　木 　アウト 　Fu～Wa レインボー 　試合数 勝点 得点 　失点 得失点 順位

　池　田 　３●５ 　６○２ 　２△２ 　２△２ 　０●５ 　０●１ 　２△２ 7 6 15 19 -4 16

　北　方 　５○３ 　７○２ 　２●５ 　２●３ １０○１ 　２●３ 　５○３ 7 12 33 20 13 8

　金　山 　２●６ 　２●７ 　５○１ 　８○１ 　５○３ 　０●５ 　０●５ 7 9 22 28 -6 12

　JUVEN 　２△２ 　５○２ 　１●５ 　２●５ 　５●８ 　４○２ 　１●３ 7 7 20 27 -7 15

　ZELO 　２△２ 　３○２ 　１●８ 　５○２ 　２○１ 　１○０ 　２●３ 　１●４ 8 13 17 22 -5 7

　岩野田 　１●１０ 　３●５ 　８○５ 　１●２ 　２○１ 　１●４ 　４●７ 　４●５ 　４●６ 9 6 28 45 -17 17

　八百津 　３○２ 　５○０ 　０●１ 　１●２ 　３△３ 　３○２ 　４○３ 7 13 19 13 6 6

　白　川 　５○０ 　３●５ 　２●４ 　３○２ 　４○１ 　３△３ 　１△１ 　３○０ 8 14 24 16 8 5

　ブラバ 　１○０ 　４○１ 　７○４ 　２●３ 　１△１ 　１●４ 6 10 16 13 3 11

　インテ 　５○０ 　３○１ 　５○４ 　３●４ 　０●３ 　４○１ 6 12 20 13 7 9

　　鶉 　６○４ 　６○５ 　３○０ 　８○２ 　６○４ 　３○２ 　０●３ 　７○１ 　３●６ 9 21 42 27 15 2

グリフォン 　５●６ 　３△３ 　９○１ 　２●５ 　４○３ 　２●５ 　４△４ 　２●５ 8 8 31 32 -1 13

　揖斐川 　０●３ 　３△３ 　５○１ 　３△３ 　３●６ 　２●６ 　１○０ 　２●３ 8 8 19 25 -6 14

　穂　積 　２●８ 　１●９ 　１●５ 　１●１３ 　０●７ 　１●１５ 　２●１３ 7 0 8 70 -62 19

　加茂野 　４●６ 　５○２ 　３△３ １３○１ 　２○０ 　６○３ 　１△１ 　３○２ 8 17 37 18 19 3

　妻　木 　２△２ 　２●３ 　３●４ 　６○３ 　７○０ 　０●２ 　３●４ 　５○０ 　２△２ 9 11 30 20 10 10

　アウト 　３○０ 　５○２ 　６○２ １５○１ 　３●６ 　４○３ 　５○２ 　７○２ 8 21 48 18 30 1

　Fu～Wa 　１●７ 　４△４ 　０●１ 　１△１ 　０●５ 　２●５ 　１●７ 7 2 9 30 -21 18

　レインボ 　６○３ 　５○２ 　３○２ １３○２ 　２●３ 　２△２ 　２●７ 　７○１ 8 16 40 22 18 4


