
コート

第１試合 12:30 ～ 13:05 プレイファン ＶＳ プログレット 西が丘 ： 堀船

第２試合 13:10 ～ 13:45 若葉WEC ＶＳ 堀船 プレイファン ： プログレット

第３試合 13:50 ～ 14:25 プレイファン ＶＳ シルバーFOX 若葉WEC ： 堀船

第４試合 14:30 ～ 15:05 若葉WEC ＶＳ 西が丘 プレイファン ： シルバーFOX

第５試合 15:10 ～ 15:45 プログレット ＶＳ シルバーFOX 若葉WEC ： 西が丘

第６試合 15:50 ～ 16:25 西が丘 ＶＳ 堀船 プログレット ： シルバーFOX

コート

第１試合 12:30 ～ 13:05 熊野 ＶＳ 第一SSC 九曜FC Jr ： 豊島

第２試合 13:10 ～ 13:45 リオFC ＶＳ 九曜FC Jr 熊野 ： 第一SSC

第３試合 13:50 ～ 14:25 ときわ台 ＶＳ 熊野 リオFC ： 九曜FC Jr

第４試合 14:30 ～ 15:05 リオFC ＶＳ 豊島 ときわ台 ： 熊野

第５試合 15:10 ～ 15:45 ときわ台 ＶＳ 第一SSC リオFC ： 豊島

第６試合 15:50 ～ 16:25 九曜FC Jr ＶＳ 豊島 ときわ台 ： 第一SSC

コート

第１試合 12:30 ～ 13:05 ペガサス ＶＳ アズサジュニア 大成 ： 向原SY

第２試合 13:10 ～ 13:45 下赤塚 ＶＳ 大成 ペガサス ： アズサジュニア

第３試合 13:50 ～ 14:25 SC360 Jｒ ＶＳ アズサジュニア 下赤塚 ： 大成

第４試合 14:30 ～ 15:05 下赤塚 ＶＳ 向原SY SC360 Jｒ ： アズサジュニア

第５試合 15:10 ～ 15:45 ペガサス ＶＳ SC360 Jr 下赤塚 ： 向原SY

第６試合 15:50 ～ 16:25 大成 ＶＳ 向原SY ペガサス ： SC360 Jr

コート

第１試合 12:30 ～ 13:05 中台 ＶＳ 王五 成増SC ： 東十条

第２試合 13:10 ～ 13:45 成増SC ＶＳ ビートル11 中台 ： 王五

第３試合 13:50 ～ 14:25 中台 ＶＳ BLUE 成増SC ： ビートル11

第４試合 14:30 ～ 15:05 東十条 ＶＳ ビートル11 中台 ： BLUE

第５試合 15:10 ～ 15:45 BLUE ＶＳ 王五 東十条 ： ビートル11

第６試合 15:50 ～ 16:25 成増SC ＶＳ 東十条 BLUE ： 王五

コート

第１試合 14:00 ～ 14:35 大塚少年 ＶＳ ペガサス OJA ： 王五

第２試合 14:40 ～ 15:15 OJA ＶＳ 中台 大塚少年 ： ペガサス

第３試合 15:20 ～ 15:55 大塚少年 ＶＳ 桜川 OJA ： 中台

第４試合 16:00 ～ 16:35 OJA ＶＳ 王五 大塚少年 ： 桜川

コート

第１試合 14:00 ～ 14:35 桜川 ＶＳ シルバーFox 王一 ： 中台

第２試合 14:40 ～ 15:15 王一 ＶＳ 王五 桜川 ： シルバーFox

第３試合 15:20 ～ 15:55 ペガサス ＶＳ シルバーFox 王一 ： 王五

第４試合 16:00 ～ 16:35 王一 ＶＳ 中台 ペガサス ： シルバーFox

コート

第１試合 14:00 ～ 14:35 熊野 ＶＳ レパード 北前野 ： 高島平

第２試合 14:40 ～ 15:15 北前野 ＶＳ 豊島 熊野 ： レパード

第３試合 15:20 ～ 15:55 熊野 ＶＳ BLUE 北前野 ： 豊島

第４試合 16:00 ～ 16:35 北前野 高島平 熊野 ： BLUE

試合時間 対　戦 審　判

Cコート

Bコート

試合時間 対　戦 審　判

Bコート

試合時間 対　戦 審　判

Cコート

試合時間 対　戦 審　判

Dコート

試合時間 対　戦 審　判

Aコート

試合時間 対　戦 審　判

審　判対　戦試合時間

２０１６リハウスリーグ日程

　4月30日（土）　会場:戸田橋サッカー場

　設営13:30※ﾊﾄﾏｰｸ後のためラﾗｲﾝ引き直しのみ　審判集合13：30　代表者会議13：30

　4月29日（祝）　会場戸田橋サッカー場

　設営集合12:00※ﾊﾄﾏｰｸ後のためラﾗｲﾝ引き直しのみ　審判集合12：00　代表者会議12：00　

Aコート



コート

第１試合 14:00 ～ 14:35 第一SSC ＶＳ BLUE アミーゴ ： 豊島

第２試合 14:40 ～ 15:15 アミーゴ ＶＳ 高島平 第一SSC ： BLUE

第３試合 15:20 ～ 15:55 第一SSC ＶＳ レパード アミーゴ ： 高島平

第４試合 16:00 ～ 16:35 アミーゴ ＶＳ 豊島 第一SSC ： レパード

Dコート

試合時間 対　戦 審　判


