
クラブ代表者各位

審判表示：　Ｕ12は3審制（主審1名、副審2名）。他の試合は2審制

審判割当：　原則後審、第1試合は第3試合のチーム。但し、当該チーム審判を避けるため次試合チーム、他コート同時試合チームとする場合もある。

　さらに、他チームによる審判実施が極めて不都合な場合は当該チームの審判実施とする場合もある。

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

試合人数：　U9,U10,U11,U12：8人制　試合成立最低人数：5　　U8フットサル5人制　試合設立最低人数：4

試合後のベンチ挨拶はナシです。　選手交代はフットサル方式です。　ただし、交代ゾ－ンはハーフウェイライン付近1箇所とします。　

●6月10日（日） 南長崎SP（9：00～16:30）午後のU10は中止

試合
No.

開始
時間

カテゴリー グループ 主審 副審

1 9:10 U12 B 南池 vs 桜蹴 富士見台 / 豊島・目白

2 9:50 U12 A 豊島 vs 目白 南池 / 桜蹴・桜蹴

3 10:30 U12 B 桜蹴 vs 富士見台 豊島 / 目白・目白

4 11:10 U12 B 南池 vs 大成 桜蹴 / 富士見台・富士見台

試合
No.

開始
時間

カテゴリー グループ 審判１ 審判２
開始
時間

カテゴリー グループ 審判１ 審判２

1 12:10 U12 F（フレンドリー）豊島 vs 富士見台 12:10 U12 F（フレンドリー）目白 vs 大成

2 12:50 U10 A 池袋Ａ vs 南池 富士見台 / 富士見台 12:50 U10 C 目白Ｃ vs 池小 大成 / 大成

3 13:30 U10 B 池袋Ｂ vs 目白Ｂ 南池 / 南池 13:30 U10 B 豊島 vs 桜蹴 目白 / 目白

4 14:10 U10 A 池袋Ａ vs 富士見台 目白 / 目白 14:10 U10 C 目白Ｃ vs 大成 桜蹴 / 桜蹴

5 14:50 U10 B 池袋Ｂ vs 豊島 富士見台 / 富士見台 14:50 U10 B 目白Ｂ vs 桜蹴 大成 / 大成

6 15:30 U10 A 南池 vs 富士見台 池袋 / 池袋 15:30 U10 C 池小 vs 大成 目白 / 目白

●6月16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

1 9:15 U12 B 池小 vs 富士見台 上池 / 豊島・豊島

2 9:55 U12 A 上池 vs 豊島 池小 / 富士見台・富士見台

10:30

3 11:00 U11 C 第一 ｖｓ 豊島 富士見台 / 富士見台

4 11:40

5 12:20 U11 C 第一 ｖｓ 富士見台 豊島 / 豊島

●6月24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 対戦 審判１ 審判２
開始
時間

カテゴリー グループ 対戦 審判１ 審判２

1 9:30 U11 A 池小 vs 大成 南池 / 南池 9:30 U10 C 第一Ｃ vs 目白Ｃ 上池 / 富士見台

2 10:10 U10 A 池袋Ａ vs 第一Ａ 池小 / 大成 10:10 U10 A 上池 vs 富士見台 第一 目白

3 10:50 U11 A 大成 vs 南池 池袋 / 第一 10:50 U10 F（フレンドリー）第一Ｃ vs 目白Ｃ 豊島 / 豊島

4 11:30 U10 B 池袋Ｂ vs 目白Ｂ 大成 / 南池 11:30 U10 B 大塚 vs 豊島 第一 目白

5 12:10 U11 F（フレンドリー）池小 vs 南池 / 12:10 U10 A 第一Ａ vs 富士見台 大塚 / 豊島

6 12:50 U10 A 池袋Ａ vs 上池 池小 南池 12:50 U10 B 目白Ｂ vs 豊島 第一 富士見台

7 13:30 U10 B 池袋Ｂ vs 大塚 上池 上池
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Aコート　グループ[F(フレ]はフレンドリー

対戦

別途U8の試合予定あり（開催場所 池袋中）

2018リーグU8日程表No.1参照

コート U11仕様へ変更

Bコート12：00までフレンドリー使用

U12池小・上池・豊島・富士見台

対戦は当日協議
フレンドリー枠

U8用フットサルコートへ2面へ変更

14：00-16：30 U8リーグ戦実施


