
 3月21日作成

第34回浦安市少年少女サッカークラブリーグ戦 前期4年生 日程表＆審判割当表

■2018年度前期リーグ戦スケジュール
※試合間隔が5分となっております。 ※試合時間15分-5分-15分

節 日程 場所 順番 開始時間 チーム チーム 主審 副審
1 0920 高洲ホッパーズ　ホワイト ＦＣ浦安ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｸﾞｽ　ｴｯｸｽ 浦安JSC A 明海ｼｰｶﾞﾙｽﾞ
2 1000 明海ｼｰｶﾞｰﾙｽ 浦安ＪＳＣ　Ａ 高洲ﾎｯﾊﾟｰｽﾞ ﾎﾜｲﾄ FC浦安ﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞｽ ｴｯｸｽ
3 1040 マリーナFC　ブラック 舞浜ファルコンズ　サン 明海ｼｰｶﾞﾙｽﾞ 浦安JSC A
4 1120 明海ｼｰｶﾞｰﾙｽ ＦＣ浦安ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｸﾞｽ　ｴｯｸｽ 舞浜ﾌｧﾙｺﾝｽﾞ ｻﾝ ﾏﾘｰﾅFC ﾌﾞﾗｯｸ
5 1200 新浦安ユナイテッド　Ｂlue 見明川SC ｲｰｽﾄｼﾞｭﾆｱFC 明海FC
6 1240 イーストジュニアFC FCギャルソン　エトワル 見明川SC 新浦安ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ Blue
7 1320 明海FC マリーナFC　イエロー FCｷﾞｬﾙｿﾝ ｴﾄﾜﾙ ｲｰｽﾄｼﾞｭﾆｱFC
8 1400 高洲ホッパーズ　グリーン FCギャルソン　クラージュ ﾏﾘｰﾅｶﾞｰﾙｽﾞ FC浦安ﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞｽ ｾﾞﾛ
9 1440 マリーナガールズ ＦＣ浦安ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｸﾞｽ　ゼロ 新浦安ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ Yellow 高洲ﾎｯﾊﾟｰｽﾞ ｸﾞﾘｰﾝ
10 1520 高洲ホッパーズ　グリーン 新浦安ユナイテッド　Yellow FCｷﾞｬﾙｿﾝ ｸﾗｰｼﾞｭ ﾏﾘｰﾅｶﾞｰﾙｽﾞ
11 1600 ＦＣ浦安ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｸﾞｽ　ゼロ FCギャルソン　クラージュ 高洲ﾎｯﾊﾟｰｽﾞ ｸﾞﾘｰﾝ 新浦安ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ Yellow

節 日程 場所 順番 開始時間 チーム チーム 主審 副審
1 0900 ＦＣ浦安ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｸﾞｽ　ｴｯｸｽ 舞浜ファルコンズ　サン ﾏﾘｰﾅFC ﾌﾞﾗｯｸ 高洲ﾎｯﾊﾟｰｽﾞ ﾎﾜｲﾄ
2 0940 明海ｼｰｶﾞｰﾙｽ マリーナFC　ブラック FCﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞｽ ｴｯｸｽ 舞浜ﾌｧﾙｺﾝｽﾞ ｻﾝ
3 1020 高洲ホッパーズ　ホワイト 浦安ＪＳＣ　Ａ 明海ｼｰｶﾞﾙｽﾞ ﾏﾘｰﾅFC ﾌﾞﾗｯｸ
4 1100 高洲ｶﾞｰﾙｽﾞ FCギャルソン　ソレイユ 舞浜ﾌｧﾙｺﾝｽﾞ ﾑｰﾝ 浦安JSC B
5 1140 浦安ＪＳＣ　Ｂ 舞浜ファルコンズ　ムーン FCｷﾞｬﾙｿﾝ ｿﾚｲﾕ 高洲ｶﾞｰﾙｽﾞ

節 日程 場所 順番 開始時間 チーム チーム 主審 副審
1 0920 高洲ホッパーズ　グリーン マリーナガールズ 新浦安ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ Yellow FCｷﾞｬﾙｿﾝ ｸﾗｰｼﾞｭ
2 1000 新浦安ユナイテッド　Yellow ＦＣ浦安ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｸﾞｽ　ゼロ 浦安JSC B ﾏﾘｰﾅｶﾞｰﾙｽﾞ
3 1040 マリーナガールズ FCギャルソン　クラージュ FC浦安ﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞｽ ｾﾞﾛ 新浦安ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ White
4 1120 高洲ｶﾞｰﾙｽﾞ 新浦安ユナイテッド　White ﾏﾘｰﾅｶﾞｰﾙｽﾞ FCｷﾞｬﾙｿﾝ ｸﾗｰｼﾞｭ
5 1200 FCギャルソン　ソレイユ 浦安ＪＳＣ　Ｂ 新浦安ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ White 高洲ｶﾞｰﾙｽﾞ
6 1240 高洲ｶﾞｰﾙｽﾞ 舞浜ファルコンズ　ムーン 新浦安ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ Blue FCｷﾞｬﾙｿﾝ ｿﾚｲﾕ
7 1320 FCギャルソン　ソレイユ 新浦安ユナイテッド　White 高洲ｶﾞｰﾙｽﾞ 舞浜ﾌｧﾙｺﾝｽﾞ ﾑｰﾝ
8 1400 新浦安ユナイテッド　Ｂlue FCギャルソン　エトワル ｲｰｽﾄｼﾞｭﾆｱFC 見明川SC
9 1440 イーストジュニアFC 見明川SC 新浦安ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ White ﾏﾘｰﾅFC ｲｴﾛｰ
10 1520 FCギャルソン　エトワル マリーナFC　イエロー 明海FC 新浦安ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ Blue
11 1600 新浦安ユナイテッド　Ｂlue 明海FC ﾏﾘｰﾅFC ｲｴﾛｰ FCｷﾞｬﾙｿﾝ ｴﾄﾜﾙ

節 日程 場所 順番 開始時間 チーム チーム 主審 副審
1 1000 イーストジュニアFC 明海FC FCｷﾞｬﾙｿﾝ ｴﾄﾜﾙ 見明川SC
2 1040 FCギャルソン　エトワル 見明川SC 明海FC ﾏﾘｰﾅFC ｲｴﾛｰ
3 1120 イーストジュニアFC マリーナFC　イエロー 新浦安ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ Blue FCｷﾞｬﾙｿﾝ ｴﾄﾜﾙ
4 1200 見明川SC 明海FC ﾏﾘｰﾅFC ｲｴﾛｰ ｲｰｽﾄｼﾞｭﾆｱFC
5 1240 新浦安ユナイテッド　Ｂlue マリーナFC　イエロー 見明川SC 明海FC
6 1320 高洲ホッパーズ　ホワイト 舞浜ファルコンズ　サン 浦安JSC A FC浦安ﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞｽ ｴｯｸｽ
7 1400 ＦＣ浦安ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｸﾞｽ　ｴｯｸｽ 浦安ＪＳＣ　Ａ 高洲ﾎｯﾊﾟｰｽﾞ ﾎﾜｲﾄ 舞浜ﾌｧﾙｺﾝｽﾞ ｻﾝ
8 1440 高洲ホッパーズ　ホワイト マリーナFC　ブラック FC浦安ﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞｽ ｴｯｸｽ 浦安JSC A
9 1520 明海ｼｰｶﾞｰﾙｽ 舞浜ファルコンズ　サン ﾏﾘｰﾅFC ﾌﾞﾗｯｸ 高洲ﾎｯﾊﾟｰｽﾞ ﾎﾜｲﾄ
10 1600 マリーナFC　ブラック 浦安ＪＳＣ　Ａ 舞浜ﾌｧﾙｺﾝｽﾞ ｻﾝ 明海ｼｰｶﾞﾙｽﾞ

節 日程 場所 順番 開始時間 チーム チーム 主審 副審
1 0920 新浦安ユナイテッド　White 浦安ＪＳＣ　Ｂ 舞浜ﾌｧﾙｺﾝｽﾞ ﾑｰﾝ FCｷﾞｬﾙｿﾝ ｿﾚｲﾕ
2 1000 FCギャルソン　ソレイユ 舞浜ファルコンズ　ムーン 浦安JSC B 新浦安ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ White
3 1040 高洲ｶﾞｰﾙｽﾞ 浦安ＪＳＣ　Ｂ FCｷﾞｬﾙｿﾝ ｿﾚｲﾕ 舞浜ﾌｧﾙｺﾝｽﾞ ﾑｰﾝ
4 1120 新浦安ユナイテッド　White 舞浜ファルコンズ　ムーン 高洲ｶﾞｰﾙｽﾞ 浦安JSC B
5 1200 新浦安ユナイテッド　Yellow FCギャルソン　クラージュ FC浦安ﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞｽ ｾﾞﾛ 高洲ﾎｯﾊﾟｰｽﾞ ｸﾞﾘｰﾝ
6 1240 高洲ホッパーズ　グリーン ＦＣ浦安ﾌﾞﾙｰｳｲﾝｸﾞｽ　ゼロ FCｷﾞｬﾙｿﾝ ｸﾗｰｼﾞｭ 新浦安ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ Yellow
7 1320 マリーナガールズ 新浦安ユナイテッド　Yellow 高洲ﾎｯﾊﾟｰｽﾞ ｸﾞﾘｰﾝ FC浦安ﾌﾞﾙｰｳｨﾝｸﾞｽ ｾﾞﾛ
8 1400 予備枠

9 1440 予備枠

10 1520 予備枠

11 1600 予備枠

日の出小

5節
6月23

日
（土）

明海
球技場

4節
6月9日

(土)

3節
5月12

日
（土）

明海
球技場

1節

2節

明海
球技場

日の出小

4月14
日

（土）

4月30
日

（月）


