
U-9･U-8 VIDA ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2021inGA
令和３年６月２０日（日）

グローバルアリーナ（人工芝）
(福岡県宗像市吉留４６－１）

 　　 【　Ｕ－９・参加チーム　　　ＬＡ那珂川・宗像セントラル・弥生・美和台・フォレスト・ルーセンスＡ/Ｂ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石丸・板付ウイング・ベトレーセA/Ｂ・野多目・セントラル福岡・庄内・中間・ジーク　　　　　　計１６チーム　】

　　　【　Ｕ－８・参加チーム　　　ＬＡ那珂川Ａ/Ｂ・宇美Ｊｒ・フレスト・板付ウイング・千代（福岡）・野多目・弥生・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美和台・那珂南・セントラル福岡・立岩・中間・八枝・レプロＪｒ．・ＦＣレプロ　　　　　　　　　 計１６チーム　】　　　　　　　　　　　

開始時間 ６月２０日・Ｆコート（Ｕ－９） ６月２０日・Ｇコート（Ｕ－９） 開始時間 ６月２０日・Hコート(Ｕ－８） ６月２０日・Ｉコート（Ｕ－８）

① ９：００～ 宗像セントラル ［　　　］ 庄内 ルーセンスＡ ［　　　］ ジーク ９：００～ 八枝 ［　　　］ 中間 フレスト ［　　　］ レプロＪｒ．

② ９：３０～ ルーセンスＢ ［　　　］ ベトレーセA セントラル福岡 ［　　　］ 美和台 ９：３０～ 立岩 ［　　　］ ＦＣレプロ 板付ウイング ［　　　］ 宇美Ｊｒ

③ １０：００～ 板付ウイング ［　　　］ 野多目 フォレスト ［　　　］ ベトレーセＢ １０：００～ ＬＡ那珂川Ａ ［　　　］ 千代(福岡） 弥生 ［　　　］ 美和台

④ １０：３０～ 中間 ［　　　］ 弥生 ＬＡ那珂川 ［　　　］ 石丸 １０：３０～ 那珂南 ［　　　］ セントラル福岡 野多目 ［　　　］ ＬＡ那珂川Ｂ

⑤ １１：００～ 宗像セントラル ［　　　］ ベトレーセA ルーセンスＡ ［　　　］ 美和台 １１：００～ 八枝 ［　　　］ ＦＣレプロ フレスト ［　　　］ 宇美Ｊｒ

⑥ １１：３０～ 庄内 ［　　　］ ルーセンスＢ ジーク ［　　　］ セントラル福岡 １１：３０～ 中間 ［　　　］ 立岩 レプロＪｒ． ［　　　］ 板付ウイング

⑦ １２：００～ 板付ウイング ［　　　］ 弥生 フォレスト ［　　　］ 石丸 １２：００～ ＬＡ那珂川Ａ ［　　　］ セントラル福岡 弥生 ［　　　］ ＬＡ那珂川Ｂ

⑧ １２：３０～ 野多目 ［　　　］ 中間 ベトレーセＢ ［　　　］ ＬＡ那珂川 １２：３０～ 千代(福岡） ［　　　］ 那珂南 美和台 ［　　　］ 野多目

⑨ １２：３０～ 宗像セントラル ［　　　］ 板付ウイング ルーセンスＡ ［　　　］ フォレスト １２：３０～ 八枝 ［　　　］ ＬＡ那珂川Ａ フレスト ［　　　］ 弥生

⑩ １３：００～ 庄内 ［　　　］ 野多目 ジーク ［　　　］ ベトレーセＢ １３：００～ 中間 ［　　　］ 千代(福岡） レプロＪｒ． ［　　　］ 美和台

⑪ １３：３０～ ルーセンスＢ ［　　　］ 中間 セントラル福岡 ［　　　］ ＬＡ那珂川 １３：３０～ 立岩 ［　　　］ 那珂南 板付ウイング ［　　　］ 野多目

⑫ １４：００～ ベトレーセA ［　　　］ 弥生 美和台 ［　　　］ 石丸 １４：００～ ＦＣレプロ ［　　　］ セントラル福岡 宇美Ｊｒ ［　　　］ ＬＡ那珂川Ｂ

⑬ １４：３０～ 宗像セントラル ［　　　］ 野多目 ルーセンスＡ ［　　　］ ベトレーセＢ １４：３０～ 八枝 ［　　　］ 千代(福岡） フレスト ［　　　］ 美和台

⑭ １５：００～ 板付ウイング ［　　　］ 庄内 フォレスト ［　　　］ ジーク １５：００～ ＬＡ那珂川Ａ ［　　　］ 中間 弥生 ［　　　］ レプロＪｒ．

⑮ １５：３０～ ルーセンスＢ ［　　　］ 弥生 セントラル福岡 ［　　　］ 石丸 １５：３０～ 立岩 ［　　　］ セントラル福岡 板付ウイング ［　　　］ ＬＡ那珂川Ｂ

⑯ １６：００～ 中間 ［　　　］ ベトレーセA ＬＡ那珂川 ［　　　］ 美和台 １６：００～ 那珂南 ［　　　］ ＦＣレプロ 野多目 ［　　　］ 宇美Ｊｒ

◎会場は、一番手前の人工芝コートです。（会場レイアウト表をご参照ください。）
◎審判は１人制とし、相互審判にて行います。（左側チームが前半、右側チームが後半） 
　　審判着は不要・コーチングもＯＫです。キックインにて再開！　 お問い合わせ先　　レプロJ.F.C　葉石まで

◎５～６人制。（対戦チーム同士で打ち合わせ）選手の交代は自由です。 　携帯　０９０-８８３２－６８３９　　

◎試合時間は、前半１０分・ハーフタイム３分・後半１０分にて行います。 　　【　ひびきのフットサルラボ　】　

★アディショナルタイムは取らないで下さい。スムーズな進行にご協力下さい。 　〒806-0021　　北九州市若松区ひびきの北２－１０４

◎コロナ感染症対策として、試合前後とベンチへの挨拶は省略します。 ＴＥＬ　０９３-７４２－５８５５　/　ＦＡＸ　０９３－７４２－５８５６

◎保護者の観戦は、観客席・ベンチの反対側にてお願いします。 　　　ＰＣアドレス　replo.haishi@gmail.com

◎会場美化にご協力下さい。（ゴミは各チームにてお持ち帰り下さい。）
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2021 VIDA CUP会場案内図
 期日：2021年6月19日（土）～20日（日）

大会主催者・グローバルアリーナからのお願い
※路上駐車は、交通事故・緊急車両の妨げになりますので、絶対におやめください。
（宿泊ロッジ周りも含みます。） 
ご協力よろしくお願い申し上げます。
※宿泊棟回りの路上駐車に関しましては、張り紙等の処置を取らせて頂く場合がございます。
※ご利用後は、身の回りのゴミ拾いをお願いします。

スタジアム

車両通行止

車両通行止

大会本部

受付にて、大会参加費のお支払いをお願いします。

フロントにて、宿泊費・食事代の
お支払いをお願いします。
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