


クーバー フットボールパーク 武蔵浦和

〈一 般〉

1/29（日） 1/28（土） フットボール コミュニティー 越谷 6チーム 1チーム 14,700円（税込）

1/22（日） 1/20（金） ジョー フットサルベース 越谷 12チーム 1チーム

1/3（火） 1/2（月） クーバー フットボールパーク 武蔵浦和 12チーム 1チーム 10,500円（税込）

1/8（日） 1/6（金）

1/22（日） 1/21（土）

フットサルガーデン ジョモニスタ 戸田店 10チーム 1チーム 12,000円（税込）

6チーム 1チーム 14,000円（税込）

1/14（土） 1/13（金） フットサル ポイント J-Foot浦和美園 12チーム 1チーム

12,600円（税込）1/9（月） 1/8（日） レストフットサルシティ 戸田 12チーム 1チーム

1/9（月） 1/7（土） 岩槻 フットサルコート 12チーム 1チーム 14,000円（税込）

1/28（土） 1/27（金） フットサルコート グラマード 浦和 12チーム 1チーム 10,000円（税込）

1/8（日） 1/7（土） エフネット フットサルクラブ 東川口 12チーム 1チーム 14,700円（税込）

1/29（日） 1/28（土） フットサルクラブ 北越谷 7チーム 1チーム 12,000円（税込）

12,000円（税込）

1/15（日） 1/14（土） フットサルクラブ フットコム 10チーム 1チーム 15,000円（税込）

フットパル 浦和道祖土

試合日 募集チーム数 決勝進出チーム数 参加費応募締切日 会　場

1/8（日） 1/7（土） 12チーム 12,600円（税込）

試合日 募集チーム数 参加費応募締切日 会　場

1/21（土） 1/20（金） 12チーム 13,000円（税込）

試合日 募集チーム数 参加費応募締切日 会　場

…高校生以上の女性。7人以上15人以下。〈女 子〉

〈アラウンド40〉…40歳前後の男女。7人以上15人以下。※30歳未満の方は参加いただけません。

フットサルガーデン ジョモニスタ 南与野店

●決勝に進出した一般の12チームが、リーグ戦と順位決定戦を行います。
●日本フットサル連盟のルールに基づいたローカルルールを独自に設定します。
　試合時間は10分です。
●大会終了後、表彰式を行います。
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一般12チーム

■参加賞
●参加選手全員に浦和レッズオリジナル賞品
■お申し込みに際して
●各会場とも、応募多数の場合は募集開始より先着順となります。
●各会場とも、締切り後のキャンセルは100％有料となります。

フットサルガーデン ジョモニスタ
戸田店  TEL.048-447-6720  
戸田市大字新曽1400　ＪＲ戸田駅から徒歩10分
http://www.jomonista.com/toda/　mail : toda@jomonista.com

南与野店　TEL.048-859-6701
さいたま市桜区西堀9-17-4　ＪＲ南与野駅から徒歩5分
http://www.jomonista.com/myono/ mail：futsal@jomonista.com

フットサル ポイント
J-Foot浦和美園   TEL.048-812-6161  
さいたま市緑区大門2372-1　SR浦和美園駅から徒歩10分
http://futsalpoint .net/shisetsu/salu/urawamisono/
mail :HP内お問い合わせをご利用ください。

クーバー フットボールパーク武蔵浦和
TEL.048-710-7070  
さいたま市南区内谷6-5-14  ＪＲ武蔵浦和駅から徒歩15分
http://www.coerver-footbal lpark.com/musashiurawa/
mail :musashiurawa@coerver-footbal lpark.com
※大会日2週間前からキャンセル料100％

フットパル浦和道祖土
TEL.048-883-1926  
さいたま市緑区道祖土4-33-29  浦和駒場スタジアムから徒歩10分
http://www.footpal . jp/　mail : info@footpal . jp

フットサルクラブ フットコム
TEL.048-976-4136  
越谷市南荻島660-1　埼玉スタジアムから車で10分
http://www.futcom.net/　mail : info@futcom.net

フットサルクラブ北越谷
TEL.048-977-7991  
越谷市弥十郎375　東武伊勢崎線大袋駅から徒歩20分
http://futsal-ki takoshigaya.com/　
mail :k-k@futsal-ki takoshigaya.com
※大会日2週間前からキャンセル料100％

エフネット フットサルクラブ東川口 
TEL.048-298-4161 
川口市東川口6-6-11  JR東川口駅から徒歩15分
http://www.futsalclub.com/h-kawaguchi/    
mail :h-kawa@futsalclub.com  
※大会日2週間前からキャンセル料100％

ジョー フットサルベース越谷
TEL.048-987-9332  
越谷市南越谷1-2876-1 ダイエー南越谷店屋上　
JR南越谷駅から徒歩3分
http://jofutsalbase.com/　mail : jo@zucc.co. jp

レッズサポーターフットサルは、浦和レッズのファン・サポーターで構成するチームが、
互いの交流と親睦を目的として行うものです。※他のＪリーグチームのユニホームでの参加はご遠慮下さい。

岩槻フットサルコート
TEL.048-792-2230  
さいたま市岩槻区長宮251-1　東武野田線東岩槻駅から車で10分
http://www.iwatsuki- fc.com/　mail : info@iwatsuki- fc.com

フットボール コミュニティー越谷
TEL.048-989-9177  
越谷市蒲生1-6-18　東武伊勢崎線新田駅から徒歩10分
http://footbal l -com.jp/koshigaya/  
mail :HP内お問い合わせをご利用ください。

フットサルコート グラマード浦和
TEL.048-858-0277
さいたま市桜区西堀8-2-1　JR中浦和駅から徒歩10分
http://www.gramado.jp/　mail：urawa@gramado.jp

レスト フットサルシティ戸田
TEL.048-229-7445  
戸田市上戸田90　JR戸田駅から徒歩5分
http://www.restefutsalcitytoda. jp/ 
mail : info@restefutsalcitytoda. jp
※大会日2週間前からキャンセル料100％

●1会場1団体1チームのみ応募可。同じ団体のチーム名を変えての複数応募は無効です。
●複数の予選会場へのエントリーは構いませんが、一つのチームが複数の予選会場で代表権を得ることはできません。
●詳細は各予選会場へ直接お問い合わせください。 ※大会総合事務局ではお申し込みできません。

■大会総合事務局
浦和レッドダイヤモンズ運営部　TEL.048-812-1001　浦和レッズオフィシャルウェブサイト　http://www.urawa-reds.co.jp/

今後の浦和レッズホームゲーム

Jリーグ 第34節 12/3（土）
vs柏レイソル 15:30 kick off　
埼玉スタジアム2002

Jリーグ 第32節 11/19（土）
vsベガルタ仙台 14:00 kick off　
埼玉スタジアム2002

…高校生以上の男女。7人以上15人以下。

予 選

決 勝

※〈アラウンド40〉と〈女子〉は1会場で行う1日大会です。大会終了後、表彰式を行います。

メンバー12,000円（税込）
ビジター15,000円（税込）


