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コート

第１試合 11:50 ～ 12:25 九曜FC Jr vs ビートルイレブン 成増SC ： スペリオ城北

第２試合 12:30 ～ 13:05 高島平SC vs 成増SC 九曜FC Jr ： ビートルイレブン

第３試合 13:10 ～ 13:45 九曜FC Jr vs 城北ボレアス 高島平SC ： 成増SC

第４試合 13:50 ～ 14:25 高島平SC vs スペリオ城北 九曜FC Jr ： 城北ボレアス

第５試合 14:30 ～ 15:05 ビートルイレブン vs 城北ボレアス 高島平SC ： スペリオ城北

第６試合 15:10 ～ 15:45 成増SC vs スペリオ城北 ビートルイレブン ： 城北ボレアス

コート

第１試合 11:50 ～ 12:25 リオFC vs 桜川 アミーゴFC Jr ： 滝野川

第２試合 12:30 ～ 13:05 FC北前野 vs アミーゴFC Jr リオFC ： 桜川

第３試合 13:10 ～ 13:45 リオFC vs FC熊野 FC北前野 ： アミーゴFC Jr

第４試合 13:50 ～ 14:25 FC北前野 vs 滝野川 リオFC ： FC熊野

第５試合 14:30 ～ 15:05 桜川 vs FC熊野 FC北前野 ： 滝野川

第６試合 15:10 ～ 15:45 アミーゴFC Jr vs 滝野川 桜川 ： FC熊野

コート

第１試合 8:30 ～ 9:05 九曜FC Jr vs 高島平SC 池袋FC ： 成増SC

第２試合 9:10 ～ 9:45 FCレパードJr vs 池袋FC 九曜FC Jr ： 高島平SC

第３試合 9:50 ～ 10:25 九曜FC Jr vs 第一SSC FCレパードJr ： 池袋FC

第４試合 10:30 ～ 11:05 FCレパードJr vs 成増SC 九曜FC Jr ： 第一SSC

第５試合 11:10 ～ 11:45 高島平SC vs 第一SSC FCレパードJr ： 成増SC

第６試合 11:50 ～ 12:25 池袋FC vs 成増SC 高島平SC ： 第一SSC

第７試合 12:30 ～ 13:05 ビートルイレブン vs tfa Jr 王五 ： 滝野川

第８試合 13:10 ～ 13:45 下赤塚FC vs 王五 ビートルイレブン ： tfa Jr

第９試合 13:50 ～ 14:25 ビートルイレブン vs スペリオ城北 下赤塚FC ： 王五

第１０試合 14:30 ～ 15:05 下赤塚FC vs 滝野川 ビートルイレブン ： スペリオ城北

第１１試合 15:10 ～ 15:45 tfa Jr vs スペリオ城北 下赤塚FC ： 滝野川

第１２試合 15:50 ～ 16:25 王五 vs 滝野川 tfa Jr ： スペリオ城北

Aコート

2018年三井のリハウス東京都U-12サッカー６ブロックリーグ大会

　4月8日（日）　会場：赤羽スポーツの森競技場

　設営集合11：00　審判集合11：20　代表者会議11：20

試合時間 対　戦 審　判

試合時間 対　戦 審　判

Bコート

　4月15日（日）　会場：戸田橋サッカー場

　設営集合7：00　審判集合8：00　代表者会議8：00

試合時間 対　戦 審　判

PM　審判集合12：00　代表者会議12：00

Aコート

リハウス



コート

第１試合 8:30 ～ 9:05 豊島SC vs 向原シャークス 徳丸FC ： BLUE EAGLES

第２試合 9:10 ～ 9:45 西が丘 vs 徳丸FC 豊島SC ： 向原シャークス

第３試合 9:50 ～ 10:25 豊島SC vs 王一 西が丘 ： 徳丸FC

第４試合 10:30 ～ 11:05 西が丘 vs BLUE EAGLES 豊島SC ： 王一

第５試合 11:10 ～ 11:45 向原シャークス vs 王一 西が丘 ： BLUE EAGLES

第６試合 11:50 ～ 12:25 徳丸FC vs BLUE EAGLES 向原シャークス ： 王一

第７試合 12:30 ～ 13:05 リオFC vs 中台SC ペガサス ： プレイファン

第８試合 13:10 ～ 13:45 若葉WFC vs ペガサス リオFC ： 中台SC

第９試合 13:50 ～ 14:25 リオFC vs シルバーフォックス 若葉WFC ： ペガサス

第１０試合 14:30 ～ 15:05 若葉WFC vs プレイファン リオFC ： シルバーフォックス

第１１試合 15:10 ～ 15:45 中台SC vs シルバーフォックス 若葉WFC ： プレイファン

第１２試合 15:50 ～ 16:25 ペガサス vs プレイファン 中台SC ： シルバーフォックス

コート

第１試合 8:30 ～ 9:05 東十条 vs セボジータス 浮間SC ： 大塚少年

第２試合 9:10 ～ 9:45 プログレット vs 浮間SC 東十条 ： セボジータス

第３試合 9:50 ～ 10:25 東十条 vs 大成 プログレット ： 浮間SC

第４試合 10:30 ～ 11:05 プログレット vs 大塚少年 東十条 ： 大成

第５試合 11:10 ～ 11:45 セボジータス vs 大成 プログレット ： 大塚少年

第６試合 11:50 ～ 12:25 浮間SC vs 大塚少年 セボジータス ： 大成

第７試合 12:30 ～ 13:05 FC北前野 vs ときわ台 FC熊野 ： OJA

第８試合 13:10 ～ 13:45 桜川 vs OJA FC北前野 ： ときわ台

第９試合 13:50 ～ 14:25 アミーゴFC Jr vs ときわ台 桜川 ： OJA

第１０試合 14:30 ～ 15:05 FC熊野 vs OJA アミーゴFC Jr ： ときわ台

コート

第１試合 8:30 ～ 9:05 城北ボレアス vs FCレパードJr 王五 ： 豊島SC

第２試合 9:10 ～ 9:45 FC北前野 vs 王五 城北ボレアス ： FCレパードJr

第３試合 9:50 ～ 10:25 城北ボレアス vs tfaJr FC北前野 ： 王五

第４試合 10:30 ～ 11:05 FC北前野 vs 豊島SC 城北ボレアス ： tfaJr

第５試合 11:10 ～ 11:45 FCレパードJr vs tfaJr FC北前野 ： 豊島SC

第６試合 11:50 ～ 12:25 王五 vs 豊島SC FCレパードJr ： tfaJr

第７試合 12:30 ～ 13:05 FC熊野 vs BLUE EAGLES BLUE EAGLES ： シルバーフォックス

第８試合 13:10 ～ 13:45 東十条 vs 若葉WFC FC熊野 ： BLUE EAGLES

第９試合 13:50 ～ 14:25 FC熊野 vs シルバーフォックス 東十条 ： 若葉WFC

第１０試合 14:30 ～ 15:05 東十条 vs プログレット FC熊野 ： シルバーフォックス

第１１試合 15:10 ～ 15:45 プログレット vs 若葉WFC 東十条 ： プログレット

第１２試合 15:50 ～ 16:25 BLUE EAGLES vs シルバーフォックス プログレット ： 若葉WFC

Aコート

　4月22日（日）　会場：戸田橋サッカー場

　設営集合7：00　審判集合8：00　代表者会議8：00
PM　審判集合12：00　代表者会議12：00

試合時間 対　戦 審　判

　4月15日（日）　会場：新荒川大橋

　設営集合7：00　審判集合8：00　代表者会議8：00

試合時間 対　戦 審　判

試合時間 対　戦 審　判

Bコート

PM　審判集合12：00　代表者会議12：00

Aコート

リハウス


