
試 合 キックオフ G 審 判 運 営 試 合 キックオフ 審 判 運 営

<1> 9:00 <1> 9:30 D FC落合 ｖｓ 新宿FC <2> 新宿

<2> 9:50 <2> 10:20 D 千駄谷FC ｖｓ グラスルーツ <1> 新宿

<3> 10:40 C 金富SC ｖｓ ラスカル <2> 金富 <3> 11:10 D FC落合 ｖｓ 本町スポ少 <4> 新宿

<4> 11:30 C WASEDA ｖｓ 月光原SC <1> 金富 <4> 12:00 D 千駄谷FC ｖｓ FC TRP <3> 新宿

<5> 12:20 C 金富SC ｖｓ 油面SC <4> 金富 <5> 12:50 D 新宿FC ｖｓ 本町スポ少 <6> 本町

<6> 13:10 C WASEDA ｖｓ 上目黒FC <3> 金富 <6> 13:40 D グラスルーツ ｖｓ FC TRP <5> 本町

<7> 14:00 C ラスカル ｖｓ 油面SC <6> ラスカル <7> 14:30 D 目黒原町 ｖｓ SDSC <8> 原町

<8> 14:50 C 月光原SC ｖｓ 上目黒FC <5> ラスカル <8> 15:20 B 猿楽FC ｖｓ セントラル <7> 原町

<9> 15:40 C SCシクス ｖｓ 落一小ドリ <8> 上目 <9> 16:10 ｖｓ

<10> 16:30 A FCとんぼ ｖｓ 大岡山FC <7> 上目

試 合 キックオフ 審 判 運 営 試 合 キックオフ 審 判 運 営

<1> 9:30 B 不動SC ｖｓ 自由が丘 <2> 不動 <1> 9:30 A 暁星アストラJr. ｖｓ FC千代田 <2> 暁星

<2> 10:20 B OSC ｖｓ OCHISAN <1> 不動 <2> 10:20 A 鷹の子SC ｖｓ 五本木FC <1> 暁星

<3> 11:10 B 不動SC ｖｓ CS菅刈 <4> 不動 <3> 11:10 A 暁星アストラJr. ｖｓ ソレイユFC <4> 暁星

<4> 12:00 B OSC ｖｓ 碑文谷FC <3> 不動 <4> 12:00 A 鷹の子SC ｖｓ 戸山SC <3> 暁星

<5> 12:50 B 自由が丘 ｖｓ CS菅刈 <6> 自由 <5> 12:50 A FC千代田 ｖｓ ソレイユFC <6> 千代田

<6> 13:40 B OCHISAN ｖｓ 碑文谷FC <5> 自由 <6> 13:40 A 五本木FC ｖｓ 戸山SC <5> 千代田

<7> 14:30 B 渋谷東部 ｖｓ 猿楽FC <8> 烏森 <7> 14:30 A 大岡山FC ｖｓ トラスト <8> トラスト

<8> 15:20 D SDSC ｖｓ 烏森SC <7> 烏森 <8> 15:20 C 東根JSC ｖｓ SCシクス <7> トラスト

<9> 16:10 ｖｓ <9> 16:10 ｖｓ

試 合 キックオフ 審 判 運 営 試 合 キックオフ 審 判 運 営

<1> 9:00 ｖｓ <1> 9:00 ｖｓ

<2> 9:50 ｖｓ <2> 9:50 ｖｓ

<3> 10:40 ｖｓ <3> 10:40 ｖｓ

<4> 11:30 ｖｓ <4> 11:30 ｖｓ

<5> 12:20 ｖｓ <5> 12:20 ｖｓ

<6> 13:10 ｖｓ <6> 13:10 ｖｓ

<7> 14:30 A ｖｓ <7> 14:30 A ｖｓ

<8> 15:20 A ｖｓ <8> 15:20 A ｖｓ

試 合 キックオフ 審 判 運 営 試 合 キックオフ 審 判 運 営

<1> 9:30 ｖｓ <1> 9:30 ｖｓ

<2> 10:20 ｖｓ <2> 10:20 ｖｓ

<3> 11:10 ｖｓ <3> 11:10 ｖｓ

<4> 12:00 ｖｓ <4> 12:00 ｖｓ

<5> 12:50 ｖｓ <5> 12:50 ｖｓ

<6> 13:40 ｖｓ <6> 13:40 ｖｓ

<7> 14:30 ｖｓ <7> 14:30 ｖｓ

<8> 15:20 ｖｓ <8> 15:20 ｖｓ

<9> 16:10 ｖｓ <9> 16:10 ｖｓ

2018年度「三井のリハウス　東京都U-12ブロックリーグ」
第7ブロックリーグ戦・前期日程表

・今大会は４人審判制で行います。
・担当は相互で相談してください。 ※８人制、交代自由。20-5-20

4月7日
(土)

備　　考 ※　最終「運営チーム」が試合結果を集計、小山に「結果報告」

対戦チーム

会場使用時間(8:00～18:00)　設営集合(9:40)
新宿区戸山公園グランド　A面　

備　　考 ※　最終「運営チーム」が試合結果を集計、小山に「結果報告」

4月7日
(土)

目黒区砧グラウンド　B面　[奥・河川側]
会場使用時間(8:30～17:30)　設営集合(8:30)

対戦チーム

対戦チーム 対戦チーム

備　　考 ※　最終「運営チーム」が試合結果を集計、小山に「結果報告」 備　　考 ※　最終「運営チーム」が試合結果を集計、小山に「結果報告」

4月8日
(日)

目黒区砧グラウンド　B面　[奥・河川側] 4月8日
(日)

目黒区中目黒公園グラウンド
会場使用時間(8:30～17:30)　設営集合(8:30) 会場使用時間(8:30～17:30)　設営集合(8:30)

対戦チーム 対戦チーム

備　　考 ※　最終「運営チーム」が試合結果を集計、小山に「結果報告」 備　　考 ※　最終「運営チーム」が試合結果を集計、小山に「結果報告」

コート直し コート直し

4月22日
(日)

文京区小石川運動場　A面 4月22日
(日)

文京区小石川運動場　B面
会場使用時間(8:30～16:30)　設営集合(8:30) 会場使用時間(8:30～16:30)　設営集合(8:30)

対戦チーム 対戦チーム

備　　考 ※　最終「運営チーム」が試合結果を集計、小山に「結果報告」 備　　考 ※　最終「運営チーム」が試合結果を集計、小山に「結果報告」

5月5日
(土祝)

目黒区砧グラウンド　B面　[奥・河川側] 5月6日
(日)

目黒区砧グラウンド　B面　[奥・河川側]
会場使用時間(8:30～17:30)　設営集合(8:30) 会場使用時間(8:30～17:30)　設営集合(8:30)

四年生大会予定 四年生大会予定

1：1


