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個人参加型フットサル
個人参加型フットサル

個人参加型スクール
個人参加型フットサル

プラスワンカップ

プラスワンカッププラスワンカップ

プラスワンカップ

MIXビギナースクール

MIXビギナースクールMIXビギナースクール

MIXビギナースクール
MIXクラス

MIXクラスMIXクラス

MIXクラス ビギナーゲームデー

ビギナーゲームデービギナーゲームデー

ビギナーゲームデー オープンクラス

オープンクラスオープンクラス

オープンクラス ビギナークラス

ビギナークラスビギナークラス

ビギナークラス
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トキモニ

トキモニトキモニ

トキモニ NIGHTER CUP

NIGHTER CUPNIGHTER CUP

NIGHTER CUP
個人参加型フットサル

個人参加型スクール 山の日カップ

山の日カップ山の日カップ

山の日カップ NIGHTER CUP

NIGHTER CUPNIGHTER CUP

NIGHTER CUP

エンジョイクラス

エンジョイクラスエンジョイクラス

エンジョイクラス over30クラス

over30クラスover30クラス

over30クラス MIXクラス

MIXクラスMIXクラス

MIXクラス ビギナーゲームデー

ビギナーゲームデービギナーゲームデー

ビギナーゲームデー オープンクラス

オープンクラスオープンクラス

オープンクラス ビギナートップクラス

ビギナートップクラスビギナートップクラス

ビギナートップクラス
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個サルイベント

個サルイベント個サルイベント

個サルイベント MIXビギナーリーグ

MIXビギナーリーグMIXビギナーリーグ

MIXビギナーリーグ
個人参加型フットサル

個人参加型スクール
個人参加型フットサル

NIGHTER CUP

NIGHTER CUPNIGHTER CUP

NIGHTER CUP

COPA☆お盆

COPA☆お盆COPA☆お盆

COPA☆お盆 MIXクラス

MIXクラスMIXクラス

MIXクラス ビギナーゲームデー

ビギナーゲームデービギナーゲームデー

ビギナーゲームデー オープンクラス

オープンクラスオープンクラス

オープンクラス 男女MIXクラス

男女MIXクラス男女MIXクラス

男女MIXクラス
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ソサイチ

ソサイチソサイチ

ソサイチ

TFD TOURNAMENT MATCH

TFD TOURNAMENT MATCHTFD TOURNAMENT MATCH

TFD TOURNAMENT MATCH

個人参加型フットサル
個人参加型スクール

個人参加型フットサル
SPAZIOカップ

SPAZIOカップSPAZIOカップ

SPAZIOカップ

エンジョイクラス

エンジョイクラスエンジョイクラス

エンジョイクラス over30クラス

over30クラスover30クラス

over30クラス MIXクラス

MIXクラスMIXクラス

MIXクラス ビギナーゲームデー

ビギナーゲームデービギナーゲームデー

ビギナーゲームデー オープンクラス

オープンクラスオープンクラス

オープンクラス オープンクラス

オープンクラスオープンクラス

オープンクラス
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30 31
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トキモニ

トキモニトキモニ

トキモニ NIGHTER CUP

NIGHTER CUPNIGHTER CUP

NIGHTER CUP
個人参加型フットサル

個人参加型スクール

over40クラス

over40クラスover40クラス

over40クラス ミドルクラス

ミドルクラスミドルクラス

ミドルクラス MIXクラス

MIXクラスMIXクラス

MIXクラス ビギナーゲームデー

ビギナーゲームデービギナーゲームデー

ビギナーゲームデー
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大会　・　イベント

レッスン＋ゲーム ゲーム中心 ゲーム中心 ゲーム中心

大会

☆　プラスワン　カップ　☆☆　プラスワン　カップ　☆☆　プラスワン　カップ　☆☆　プラスワン　カップ　☆ ～優勝賞品はチーム名入りオリジナルTシャツ♪～

～優勝賞品はチーム名入りオリジナルTシャツ♪～～優勝賞品はチーム名入りオリジナルTシャツ♪～

～優勝賞品はチーム名入りオリジナルTシャツ♪～

募集チーム数　6

募集チーム数　6募集チーム数　6

募集チーム数　6

◇　5日（金）

◇　5日（金）◇　5日（金）

◇　5日（金） ：　ビギナークラス　　レベル制限なし（主に中級者～上級者向け）

：　ビギナークラス　　レベル制限なし（主に中級者～上級者向け）：　ビギナークラス　　レベル制限なし（主に中級者～上級者向け）

：　ビギナークラス　　レベル制限なし（主に中級者～上級者向け）　　フィールドプレイヤーとして初級者が2名以上で構成されたチーム

　　フィールドプレイヤーとして初級者が2名以上で構成されたチーム　　フィールドプレイヤーとして初級者が2名以上で構成されたチーム

　　フィールドプレイヤーとして初級者が2名以上で構成されたチーム

●　時　　　　　　間 　　20:15　代表者会議　　20:30　試合開始

●　参　　加　　費 　会員チーム：　￥16,200　　　　ビジターチーム：　￥21,600

●　大　会　形　式 　予選リーグ＋決勝トーナメント ※　出場チーム数により変更する可能性あり

●　表　　　　　彰 　優勝　⇒　チーム名入りオリジナルTシャツ10枚　　　　準優勝　⇒　ジュース　　　個人賞　⇒　フットサルグッズ

☆　SPAZIO CUP ☆☆　SPAZIO CUP ☆☆　SPAZIO CUP ☆☆　SPAZIO CUP ☆　　　

　　　　　　

　　　♪　人気ブランド”SPAZIO”協賛のエンジョイカップ　♪

♪　人気ブランド”SPAZIO”協賛のエンジョイカップ　♪♪　人気ブランド”SPAZIO”協賛のエンジョイカップ　♪

♪　人気ブランド”SPAZIO”協賛のエンジョイカップ　♪

募集チーム数　８

募集チーム数　８募集チーム数　８

募集チーム数　８

 ◇　２９日（日）　　

 ◇　２９日（日）　　 ◇　２９日（日）　　

 ◇　２９日（日）　　 ：　オープンクラス　

：　オープンクラス　：　オープンクラス　

：　オープンクラス　（　レベル制限無し　）

●　時　　　間 ：　９：３０～集合　　開会式　９：４５　　　試合開始　１０：００

●　参加資格 ：　男性・女性・子供(小学生)で構成されたチーム（フィールド上に女性もしくは子供が常に２名以上出場すること）

●　参　加　費　 ：　会員チーム様　　￥１６，２００-　　/　　ビジターチーム様　￥２１，６００-　

●　表　　　彰

☆　トキモニ カップ　～ Tokiwa Morning Cup ～　☆☆　トキモニ カップ　～ Tokiwa Morning Cup ～　☆☆　トキモニ カップ　～ Tokiwa Morning Cup ～　☆☆　トキモニ カップ　～ Tokiwa Morning Cup ～　☆ 募集チーム数　６

募集チーム数　６募集チーム数　６

募集チーム数　６

【　2016年　8月度スケジュール　】

【　2016年　8月度スケジュール　】【　2016年　8月度スケジュール　】

【　2016年　8月度スケジュール　】

《　大会　》

《　大会　》《　大会　》

《　大会　》

☆　まだ会員でないチーム　⇒　会員登録費＋大会参加費　　￥２４,８４０－　※通常￥２７，０００-（登録費￥10,800＋参加費￥16,200）

：　優勝⇒SPAZIO長袖プラクティスシャツ７枚

優勝⇒SPAZIO長袖プラクティスシャツ７枚優勝⇒SPAZIO長袖プラクティスシャツ７枚

優勝⇒SPAZIO長袖プラクティスシャツ７枚　／　準優勝⇒SPAZIO商品

準優勝⇒SPAZIO商品準優勝⇒SPAZIO商品

準優勝⇒SPAZIO商品　／　個人賞⇒お楽しみ♪
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☆　トキモニ カップ　～ Tokiwa Morning Cup ～　☆☆　トキモニ カップ　～ Tokiwa Morning Cup ～　☆☆　トキモニ カップ　～ Tokiwa Morning Cup ～　☆☆　トキモニ カップ　～ Tokiwa Morning Cup ～　☆ 募集チーム数　６

募集チーム数　６募集チーム数　６

募集チーム数　６

　◇　  7日（日）

　◇　  7日（日）　◇　  7日（日）

　◇　  7日（日） 　エンジョイクラス

　エンジョイクラス　エンジョイクラス

　エンジョイクラス

　◇　  28日（日）

　◇　  28日（日）　◇　  28日（日）

　◇　  28日（日） 　over40クラス

　over40クラス　over40クラス

　over40クラス

●　時　　　間 　９：３０～　　　※　集合・代表者会議 ９：１５　（ 時間厳守 ）

●　参　加　費　 　会員チーム：￥１０，８００－　　ビジターチーム：￥１６，２００

●　大会形式 　予選リーグ＆順位決定戦　　※出場チーム数により変更の場合あり

●　表　　　彰　　　

　※　コート１面分２時間ご利用につき１枚ご利用可能（同時間２面ご利用の場合は、２枚必要）

　※　参加賞の授与は、全て抽選により行います。　抽選方法は、お楽しみ！

募集チーム数　各６

募集チーム数　各６募集チーム数　各６

募集チーム数　各６

 ◇　　8日（月）

 ◇　　8日（月） ◇　　8日（月）

 ◇　　8日（月） 　over30クラス

　over30クラス　over30クラス

　over30クラス  ◇　19日（金）

 ◇　19日（金） ◇　19日（金）

 ◇　19日（金） 　男女MIXクラス

　男女MIXクラス　男女MIXクラス

　男女MIXクラス  

  

 

 ◇　11日（木）

 ◇　11日（木） ◇　11日（木）

 ◇　11日（木） 　オープンクラス

　オープンクラス　オープンクラス

　オープンクラス  ◇　29日（月）

 ◇　29日（月） ◇　29日（月）

 ◇　29日（月） ミドルクラス

ミドルクラスミドルクラス

ミドルクラス

 ◇　12日（金）

 ◇　12日（金） ◇　12日（金）

 ◇　12日（金） 　ビギナートップクラス

　ビギナートップクラス　ビギナートップクラス

　ビギナートップクラス

● 時 間 ： 　２０：３０～　　　※　集合・代表者会議 ２０：００　（　時間厳守　）

● 募集チーム数： 　６チーム

● 大 会 形 式 ： 　予選リーグ　＆　決勝トーナメント　　　（３試合保障）　　　※出場チーム数により変更する場合がございます

● 試 合 時 間 ：

● 参 加 費 ：

● 表 彰 ： 　優勝、準優勝、MVP

☆　MIXビギナーリーグ　☆☆　MIXビギナーリーグ　☆☆　MIXビギナーリーグ　☆☆　MIXビギナーリーグ　☆ 募集チーム数　４

募集チーム数　４募集チーム数　４

募集チーム数　４

◇　15日（月）

◇　15日（月）◇　15日（月）

◇　15日（月） MIXビギナークラス

MIXビギナークラスMIXビギナークラス

MIXビギナークラス フィールドプレイヤーとして、常に初級者と女性の合計が2名以上で構成されたチーム

MIXビギナーリーグはゲリラ開催して、累積獲得ポイント上位チームを表彰します

●　時　　　間 ：　20:15　代表者会議　　　　20:30　試合開始　　

●　参　　加　　費 　会員チーム：　￥10,800　　　　ビジターチーム：　￥16,200

●　大　会　形　式 　予選リーグ＋交流戦 ※　出場チーム数により変更する可能性あり

　出場ポイント５P、勝３P、分１P　　　※　初参加チームは初回ボーナスとして出場ポイント10P　　

　累積獲得ポイントが50Pに達したチームを豪華景品で表彰します♪

※　詳細は大会申込サイトをご確認ください

☆　COPA お盆　☆　　～個人参加フットサルイベント～☆　COPA お盆　☆　　～個人参加フットサルイベント～☆　COPA お盆　☆　　～個人参加フットサルイベント～☆　COPA お盆　☆　　～個人参加フットサルイベント～

☆　NIGHTER CUP　☆☆　NIGHTER CUP　☆☆　NIGHTER CUP　☆☆　NIGHTER CUP　☆

　会員チーム様　　￥１０，８００－　　ビジター様　　￥１６，２００－

《　個人参加フットサル　》

《　個人参加フットサル　》《　個人参加フットサル　》

《　個人参加フットサル　》

　　　↓↓↓￥２，１６０-　お得！！！

　☆新規登録チーム　⇒　会員登録費＋大会参加費　￥１９，４４０－　※通常￥２１，６００-（登録費￥１０，８００＋参加費￥１０，８００）

　予選　６-１-６分　　決勝トーナメント　７-１-７分　　ランニングタイム　　※　出場チーム数により変更する場合がございます

　参加者の皆様に、楽しくフットサルを楽しんでいただくことを目的に参加賞として全チームに景品をご用意！！

　　１等　：１時間コート利用券２枚　 、　２等　：１時間コート利用券１枚　 、　３等～６等　：１時間コート利用半額券１枚

 ◇　　１4日（日）

 ◇　　１4日（日） ◇　　１4日（日）

 ◇　　１4日（日） 　男女MIXクラス

　男女MIXクラス　男女MIXクラス

　男女MIXクラス

● 時 間 ： 　１３：００～１６：００　　

● 募 集 人 数 ： 　２０名　（応募状況により拡大する場合がございます）

● 参 加 費 ： 　女性：￥１，０８０　　　男性：￥１，６２０

● 賞 品 ： 　参加者全員に参加賞あり！　優勝チームにも賞品があります♪


