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色 市町村 人数 色 市町村 人数 色 市町村 人数 色 市町村 人数 色 市町村 人数

A1 赤 滝沢 16 B1 青 盛岡 8 C1 赤 盛岡 9 D1 赤 滝沢 10 E1 緑 盛岡 8

A2 黄 盛岡 13 B2 黄 釜石 8 C2 緑 盛岡 8 D2 青 盛岡 9 E2 青 盛岡 8

A3 赤 盛岡 12 B3 赤 北上 8 C3 青 盛岡 7 D3 緑 盛岡 9 E3 黄 滝沢 8

A4 緑 滝沢 13 B4 黄 盛岡 7 C4 黄 釜石 7 D4 赤 盛岡 9 E4 赤 滝沢 10

A5 青 盛岡 12 B5 緑 盛岡 9 C5 緑 盛岡 9 D5 黄 滝沢 8 E5 赤 盛岡 9

キックオフ キックオフ キックオフ キックオフ キックオフ

①10:00 vs ①10:00 vs ①10:00 vs ①10:00 vs ①10:00 vs
②10:13 vs ②10:13 vs ②10:13 vs ②10:13 vs ②10:13 vs
③10:26 vs ③10:26 vs ③10:26 vs ③10:26 vs ③10:26 vs
④10:39 vs ④10:39 vs ④10:39 vs ④10:39 vs ④10:39 vs
⑤10:55 vs ⑤10:55 vs ⑤10:55 vs ⑤10:55 vs ⑤10:55 vs
⑥11:08 vs ⑥11:08 vs ⑥11:08 vs ⑥11:08 vs ⑥11:08 vs
⑦11:21 vs ⑦11:21 vs ⑦11:21 vs ⑦11:21 vs ⑦11:21 vs
⑧11:34 vs ⑧11:34 vs ⑧11:34 vs ⑧11:34 vs ⑧11:34 vs

6

色 市町村 人数 色 市町村 人数 色 市町村 人数 色 市町村 人数 色 市町村 人数

F1 緑 盛岡 12 G1 黄 釜石 7 H1 赤 滝沢 10 I1 黄 葛巻 10 J1 赤 玉山 5

F2 青 盛岡 15 G2 青 葛巻 10 H2 青 盛岡 7 I2 黄 盛岡 13 J2 黄 花巻 5

F3 緑 滝沢 13 G3 赤 滝沢 10 H3 赤 盛岡 9 I3 緑 山田 12 J3 青 盛岡 9

F4 赤 滝沢 16 G4 緑 盛岡 12 H4 黄 釜石 7 I4 赤 滝沢 10 J4 赤 盛岡 8

F5 黄 滝沢 15 G5 青 盛岡 7 H5 緑 盛岡 11 I5 青 盛岡 10 J5 緑 一関 12

キックオフ キックオフ キックオフ キックオフ キックオフ

①10:00 vs ①10:00 vs ①10:00 vs ①10:00 vs ①10:00 vs
②10:13 vs ②10:13 vs ②10:13 vs ②10:13 vs ②10:13 vs
③10:26 vs ③10:26 vs ③10:26 vs ③10:26 vs ③10:26 vs
④10:39 vs ④10:39 vs ④10:39 vs ④10:39 vs ④10:39 vs
⑤10:55 vs ⑤10:55 vs ⑤10:55 vs ⑤10:55 vs ⑤10:55 vs
⑥11:08 vs ⑥11:08 vs ⑥11:08 vs ⑥11:08 vs ⑥11:08 vs
⑦11:21 vs ⑦11:21 vs ⑦11:21 vs ⑦11:21 vs ⑦11:21 vs
⑧11:34 vs ⑧11:34 vs ⑧11:34 vs ⑧11:34 vs ⑧11:34 vs

ﾕﾆｸﾛレッド

対戦

対戦 対戦

FCかがのC ｸﾞﾘｰﾝﾌﾛﾝﾄ

月が丘幼稚園D 釜石南幼稚園D

いれるんじゃー

米内幼稚園

元村Ａ

あさひ幼稚園E

対戦 対戦 対戦

JピッチFピッチ Gピッチ Hピッチ Iピッチ

対戦 対戦 対戦 対戦

すりさわきっず 南公園クラブＣすみれいこ～ず しらかばキッズA 月が丘幼稚園C なかのアップルズA

しらかばキッズB 南巣子りんごB 葛巻保育園 FCかがのB YASUKE ﾕﾆｸﾛレッド

下田保育園 きめるんじゃー

釜石南幼稚園D FCかがのC

FCかがのA わんぱくキッズ 釜石南幼稚園C あさひ幼稚園C どんぐりのせいくらべ FC山田ｳﾞｪﾙｴｰﾆ

南巣子りんごB すみれいこ～ず FCかがのB 月が丘幼稚園C あさひ幼稚園E いれるんじゃー

あさひ幼稚園D レッド☆リバー

ﾕﾆｸﾛレッド すりさわきっず

YASUKE きめるんじゃー

FCかがのC あさひ幼稚園D

しらかばキッズB わんぱくキッズ 葛巻保育園 あさひ幼稚園C 米内幼稚園 FC山田ｳﾞｪﾙｴｰﾆ

すみれいこ～ず FCかがのA 月が丘幼稚園C 釜石南幼稚園C いれるんじゃー どんぐりのせいくらべ

月が丘幼稚園D レッド☆リバー

すりさわきっず 下田保育園

きめるんじゃー ﾕﾆｸﾛレッドわんぱくキッズ 南巣子りんごB あさひ幼稚園C FCかがのB レッド☆リバー 釜石南幼稚園D

あさひ幼稚園D 月が丘幼稚園D

FC山田ｳﾞｪﾙｴｰﾆ あさひ幼稚園E

どんぐりのせいくらべ 米内幼稚園 下田保育園 YASUKEFCかがのA しらかばキッズB 釜石南幼稚園C 葛巻保育園

すりさわきっずすみれいこ～ず 月が丘幼稚園C FCかがのC

あさひ幼稚園E南巣子りんごB FCかがのB 釜石南幼稚園D

いれるんじゃー

きめるんじゃーわんぱくキッズ あさひ幼稚園C

YASUKEしらかばキッズB 米内幼稚園葛巻保育園 月が丘幼稚園D

レッド☆リバー FC山田ｳﾞｪﾙｴｰﾆ

チーム名 チーム名

あさひ幼稚園D 下田保育園FCかがのA 釜石南幼稚園C どんぐりのせいくらべ

ﾕﾆｸﾛあお あさひ幼稚園B

チーム名 チーム名 チーム名

ﾕﾆｸﾛｸﾞﾘｰﾝ 元村B

ゆりちこ～ず いっぽんぎｷｯｽﾞ 釜石南幼稚園A ﾕﾆｸﾛｲｴﾛｰ なかのアップルズB 釜石南幼稚園B ﾕﾆｸﾛﾌﾞﾙｰ 南公園ｸﾗﾌﾞB

あさひ幼稚園B 南公園クラブC

南巣子りんごA TSUTSUMI 月が丘幼稚園A ちふぁふぁFC 南公園クラブA 月が丘幼稚園B あさひ幼稚園A なかのアップルズC

ﾕﾆｸﾛあお 元村B

いっぽんぎｷｯｽﾞ しらかばキッズA ﾕﾆｸﾛｲｴﾛｰ なかのアップルズA 釜石南幼稚園B ｸﾞﾘｰﾝﾌﾛﾝﾄ 南公園ｸﾗﾌﾞB 元村A

南公園クラブC ﾕﾆｸﾛｸﾞﾘｰﾝ

ゆりちこ～ず TSUTSUMI 釜石南幼稚園A ちふぁふぁFC なかのアップルズB 月が丘幼稚園B ﾕﾆｸﾛﾌﾞﾙｰ なかのアップルズC

元村B あさひ幼稚園B

しらかばキッズA 南巣子りんごA なかのアップルズA 月が丘幼稚園A ｸﾞﾘｰﾝﾌﾛﾝﾄ 南公園クラブA 元村A あさひ幼稚園A

ﾕﾆｸﾛｸﾞﾘｰﾝ ﾕﾆｸﾛあお

TSUTSUMI いっぽんぎｷｯｽﾞ ちふぁふぁFC ﾕﾆｸﾛｲｴﾛｰ 月が丘幼稚園B 釜石南幼稚園B なかのアップルズC 南公園ｸﾗﾌﾞB

南巣子りんごA ゆりちこ～ず 月が丘幼稚園A 釜石南幼稚園A 南公園クラブA なかのアップルズB あさひ幼稚園A ﾕﾆｸﾛﾌﾞﾙｰ

あさひ幼稚園B

しらかばキッズA なかのアップルズA ｸﾞﾘｰﾝﾌﾛﾝﾄ 元村A 南公園クラブC

いっぽんぎｷｯｽﾞ ﾕﾆｸﾛｲｴﾛｰ 釜石南幼稚園B 南公園ｸﾗﾌﾞB

ﾕﾆｸﾛあお

TSUTSUMI ちふぁふぁFC 月が丘幼稚園B なかのアップルズC 元村B

ゆりちこ～ず 釜石南幼稚園A なかのアップルズB ﾕﾆｸﾛﾌﾞﾙｰ

チーム名

南巣子りんごA 月が丘幼稚園A 南公園クラブA あさひ幼稚園A ﾕﾆｸﾛｸﾞﾘｰﾝ

チーム名 チーム名 チーム名 チーム名

JFAキッズ(U-6)サッカーフェスティバル2008　ユニクロサッカーキッズ！岩手　午前の部　　50チーム　490人
 
Aピッチ Bピッチ Cピッチ Dピッチ Eピッチ



色 市町村 人数 色 市町村 人数 色 市町村 人数 色 市町村 人数

A1 黄 盛岡 7 B1 緑 盛岡 10 C1 緑 一関 10 Ｄ１ 青 盛岡 11

A2 緑 盛岡 8 B2 黄 紫波 11 C2 青 八幡平 13 Ｄ２ 緑 盛岡 11

A3 青 盛岡 7 B3 赤 盛岡 8 C3 黄 盛岡 14 Ｄ３ 黄 盛岡 11

A4 赤 盛岡 7 B4 青 盛岡 8 C4 赤 雫石 11 Ｄ４ 赤 盛岡 8

A5 B5 黄 盛岡 8 C5 青 盛岡 11 Ｄ５

キックオフ キックオフ キックオフ キックオフ

①13:30 vs ①13:30 vs ①13:30 vs ①13:30 vs
②13:43 vs ②13:43 vs ②13:43 vs ②13:43 vs
③13:56 vs ③13:56 vs ③13:56 vs ③13:56 vs
④14:09 vs ④14:09 vs ④14:09 vs ④14:09 vs
⑤14:25 vs ⑤14:25 vs ⑤14:25 vs ⑤14:25 vs
⑥14:38 vs ⑥14:38 vs ⑥14:38 vs ⑥14:38 vs
⑦14:51 vs ⑦14:51 vs ⑦14:51 vs ⑦14:51 vs
⑧15:04 vs ⑧15:04 vs ⑧15:04 vs ⑧15:04 vs

色 市町村 人数 色 市町村 人数 色 市町村 人数 色 市町村 人数

F1 赤 滝沢 8 G1 緑 一関 5 H1 青 遠野 5 Ｉ１ 赤 盛岡 8

F2 青 盛岡 8 G2 黄 盛岡 6 H2 黄 金ヶ崎 8 Ｉ２ 緑 八幡平 8

F3 緑 盛岡 7 G3 赤 盛岡 5 H3 赤 盛岡 9 Ｉ３ 黄 盛岡 7

F4 黄 盛岡 8 G4 緑 盛岡 6 H4 緑 一関 7 Ｉ４ 青 盛岡 9

F5 G5 青 遠野 5 H5 Ｉ５

キックオフ キックオフ キックオフ キックオフ

①13:30 vs ①13:30 vs ①13:30 vs ①13:30 vs
②13:43 vs ②13:43 vs ②13:43 vs ②13:43 vs
③13:56 vs ③13:56 vs ③13:56 vs ③13:56 vs
④14:09 vs ④14:09 vs ④14:09 vs ④14:09 vs
⑤14:25 vs ⑤14:25 vs ⑤14:25 vs ⑤14:25 vs
⑥14:38 vs ⑥14:38 vs ⑥14:38 vs ⑥14:38 vs
⑦14:51 vs ⑦14:51 vs ⑦14:51 vs ⑦14:51 vs
⑧15:04 vs ⑧15:04 vs ⑧15:04 vs ⑧15:04 vs

JFAキッズ(U-6)サッカーフェスティバル2008　ユニクロサッカーキッズ！岩手　午後の部　　36チーム　299人

ﾕﾆｸﾛｱｽﾞｰﾘ THIRTY とおのキッズ ﾁｰﾑみなみ 大更ﾋｰﾛｰｽﾞ 月が丘スクール金ヶ崎第一ＦＣ 南公園クラブＣ

南公園クラブＢ 元祖すみれＦＣとおのキッズ 一関ＳＳＳ細川道場 めぐみｋｉｄｓ ﾕﾆｸﾛJAUNE エリート

対戦 対戦 対戦対戦

Fピッチ Gピッチ ＩピッチHピッチ

ﾕﾆｸﾛｸﾞﾘｰﾝ ﾕﾆｸﾛﾌﾞﾙｰ まつぞの 青山ＳＳＳｺｽﾓふくおかＦＣ め組

対戦 対戦 対戦対戦

ﾁｰﾑみなみ ｺｽﾓふくおかＦＣ

Aピッチ Bピッチ

エリート

チーム名

ﾕﾆｸﾛｲｴﾛｰ 盛岡幼稚園

ﾕﾆｸﾛｸﾞﾘｰﾝ 虹の保育園

ＤピッチCピッチ

エリートゲイビマンＪｒ

まつぞのひなぎくキッズ

めぐみｋｉｄｓ エリート 元祖すみれＦＣ一関ＳＳＳ

THIRTY ﾕﾆｸﾛﾙｰｼﾞｭ

一関SSSｷｯｽﾞ ﾕﾆｸﾛﾙｰｼﾞｭ

ﾕﾆｸﾛｱｽﾞｰﾘ めぐみｋｉｄｓ エリート とおのキッズ 大更ﾋｰﾛｰｽﾞ 元祖すみれＦＣ金ヶ崎第一ＦＣ 一関ＳＳＳ

細川道場 THIRTY ﾕﾆｸﾛJAUNE ﾕﾆｸﾛﾙｰｼﾞｭ 南公園クラブＢ 月が丘スクールとおのキッズ 南公園クラブＣ

とおのキッズ 一関SSSｷｯｽﾞ

THIRTY めぐみｋｉｄｓ ﾕﾆｸﾛﾙｰｼﾞｭ エリート 月が丘スクール 元祖すみれＦＣ南公園クラブＣ 一関ＳＳＳ

細川道場 ﾕﾆｸﾛｱｽﾞｰﾘ 一関SSSｷｯｽﾞ ﾕﾆｸﾛJAUNE 南公園クラブＢ 大更ﾋｰﾛｰｽﾞとおのキッズ 金ヶ崎第一ＦＣ

とおのキッズ

月が丘スクール南公園クラブＣ

ﾕﾆｸﾛｱｽﾞｰﾘ ﾕﾆｸﾛJAUNE 大更ﾋｰﾛｰｽﾞ金ヶ崎第一ＦＣ

細川道場 一関SSSｷｯｽﾞ 南公園クラブＢとおのキッズ

チーム名 チーム名 チーム名チーム名

ﾕﾆｸﾛｲｴﾛｰ エリート 虹の保育園 ゆにくろあお エリート 南公園クラブＡひなぎくキッズ 七ツ森保育所

盛岡幼稚園 ﾕﾆｸﾛﾚｯﾄﾞ ゲイビマンＪｒ め組

ﾕﾆｸﾛｸﾞﾘｰﾝ エリート ゆにくろあお ﾁｰﾑみなみ まつぞの 南公園クラブＡ七ツ森保育所 ｺｽﾓふくおかＦＣ

ﾕﾆｸﾛｲｴﾛｰ ﾕﾆｸﾛﾌﾞﾙｰ 虹の保育園 ﾕﾆｸﾛﾚｯﾄﾞ エリート 青山ＳＳＳひなぎくキッズ め組

ﾁｰﾑみなみ 盛岡幼稚園 ｺｽﾓふくおかＦＣ ゲイビマンＪｒ

ﾕﾆｸﾛﾌﾞﾙｰ エリート ﾕﾆｸﾛﾚｯﾄﾞ ゆにくろあお 青山ＳＳＳ 南公園クラブＡめ組 七ツ森保育所

ﾕﾆｸﾛｲｴﾛｰ ﾕﾆｸﾛｸﾞﾘｰﾝ 盛岡幼稚園 虹の保育園 エリート まつぞのゲイビマンＪｒ ひなぎくキッズ

ﾕﾆｸﾛﾌﾞﾙｰ ﾕﾆｸﾛﾚｯﾄﾞ 青山ＳＳＳめ組

チーム名 チーム名チーム名

南公園クラブＡ七ツ森保育所ゆにくろあお


