
クラブ代表者各位

審判：　U11,U12は主審１人、副審2人。　U10,U9,U8,U7は2人審判。

審判割当：　原則後審判、第一試合は第三試合のチーム。　但し、一部当該チームもしくは次試合チームで実施。　

試合時間：　U7,U8：10分-3分-10分　U9,U10,U11,U12：15分-5分-15分

試合人数：　U8,U9,U10,U11,U12：8人制　試合成立最低人数：5　　

注意：U11およびU12の2nd Stageは少年8人制仕様準拠のコートサイズ（68X50m）で実施。

この場合、「ゴールキックおよびGKのパントキックでのハーフウェーライン越え禁止」のローカルルールは適用なし。

●10月23日（日） 南長崎SP（9：00～16:30） 　

試合
No.

開始
時間

カテゴリー
グルー

プ 主審
副審/

第2審判
開始
時間

カテゴリー
グルー

プ 主審
副審/

第2審判

1 9:30 U10 T1 池袋W ｖｓ 池袋B 池小 / 上池 9:30 U10 T1 豊島R ｖｓ 南池 池袋 大成

2 10:10 U10 T1 第一 ｖｓ 富士見台 池袋 / 池袋 10:10 U10 T2B 豊島W ｖｓ 大成 南池 豊島

3 10:50 U10 T2B 池小 ｖｓ 上池 第一 / 富士見台 10:50 U10 T1 豊島R ｖｓ 池袋W 大成 豊島

4 11:30 U10 T1 第一 ｖｓ 南池 上池 / 池小 11:30 U10 T1 池袋B ｖｓ 富士見台 豊島 池袋

5 12:10 U10 T2B 池小 ｖｓ 大成 第一 / 南池 12:10 U10 T2B 豊島W ｖｓ 上池 富士見台 池袋

6 12:50 U8 T1 R第一 ｖｓ 桜蹴 池小 / 大成 12:50 U8 T1 豊島R 南池 上池 豊島

7 13:20 U8 T2 池小 ｖｓ 大塚 桜蹴 第一 13:20 U8 T2 池袋 ｖｓ 上池 南池 南池

8 13:50 U10 T2B 池小 ｖｓ 豊島W 大塚 大塚 13:50 U8 T1 R第一 ｖｓ 南池 池袋 上池

9 14:30 U8 T1 桜蹴 ｖｓ 豊島R 池小 豊島 14:30 U8 T2 第一U ｖｓ 上池 南池 第一

10 15:00 U8 T2 大成 ｖｓ 富士見台 桜蹴 豊島 15:00 U8 T2 池袋 ｖｓ 大塚 第一 上池

11 15:30 U8 F（フレ 大成 ｖｓ 富士見台 15:30 U8 T2 池小 ｖｓ 第一U 大塚 池袋

●10月29日（土） 南長崎SP（9：00～16:30） 　

試合
No.

開始
時間

カテゴリー
グルー

プ 主審
副審/

第2審判

1 9:30 U11 T1 上池 ｖｓ 大成 池袋 / 南池

2 10:10 U11 T2 池袋 ｖｓ 南池 上池 / 大成

3 10:50 U11 F（フレ 上池 ｖｓ 南池

4 11:15 U11 T1 大塚 ｖｓ 第一 上池 / 南池

5 11:55 U11 T2 池袋 ｖｓ 目白U 大塚 / 第一

6 12:35 U11 T1 大成 ｖｓ 第一 /

●10月30日（日） 南長崎SP（9：00～16:30） 　

試合
No.

開始
時間

カテゴリー
グルー

プ 主審
副審/

第2審判

1 9:30 U11 T1 第一 ｖｓ 上池 富士見台 / 豊島・桜蹴

2 10:10 U12 T1 豊島 ｖｓ 桜蹴A 第一 / 上池

3 10:50 U11 T1 第一 ｖｓ 富士見台 豊島 / 桜蹴

4 11:30 U12 T1 豊島 ｖｓ 上池 富士見台 / 第一

5 12:10 U12 T1 桜蹴A ｖｓ 池袋 上池 / 豊島

6 12:50 U12 T2 池小 ｖｓ 桜蹴B 池袋 / 桜蹴

7 13:30 U12 T1 上池 ｖｓ 第一 池小 / 桜蹴

8 14:10 U12 T2 池小 ｖｓ 南池 第一 / 上池

9 14:50 U12 T1 池袋 ｖｓ 第一 池小 / 南池

10 15:30 U12 T2 桜蹴B ｖｓ 南池 池袋 / 第一

　A 　　　　Fはフレンドリー

対戦

　A 　　　　Fはフレンドリー

対戦
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14：00〜 トレセン使用

20分 前後半ナシ

20分 前後半ナシ


