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コート
第１試合 14:00 ～ 14:35 三菱養和SC巣鴨Jr vs 豊島SC 本　部 ： FC王五

第２試合 14:40 ～ 15:15 高島平SC vs 王一FC 三菱養和SC巣鴨Jr ： 豊島SC

第３試合 15:20 ～ 15:55 FC王五 vs A1の勝者 高島平SC ： 王一FC

コート
第１試合 14:00 ～ 14:35 中台SC vs SC360 Jr 　 徳丸FC ： ビートルイレブン

第２試合 14:40 ～ 15:15 滝一SC vs 第一SSC 中台SC ： SC360 Jr

第３試合 15:20 ～ 15:55 ビートルイレブン vs B1の勝者 滝一SC ： 第一SSC

第４試合 16:00 ～ 16:35 徳丸FC vs B2の勝者 B1の敗者 ： B2の敗者

コート
第１試合 14:00 ～ 14:35 ペガサスFC vs 大成FC 　 OJAユナイテッド ： RIO FC Jr

第２試合 14:40 ～ 15:15 上池袋SC vs 下赤塚FC ペガサスFC ： 大成FC

第３試合 15:20 ～ 15:55 OJAユナイテッド vs A1の勝者 上池袋SC ： 下赤塚FC

第４試合 16:00 ～ 16:35 RIO FC Jr vs A2の勝者 A1の敗者 ： A2の敗者

コート
第１試合 14:00 ～ 14:35 tfa Jr vs 西が丘SC 　 成増SC ： エスフォルソFC

第２試合 14:40 ～ 15:15 滝野川FC vs 浮間SC tfa Jr ： 西が丘SC

第３試合 15:20 ～ 15:55 成増SC vs B1の勝者 滝野川FC ： 浮間SC

第４試合 16:00 ～ 16:35 エスフォルソFC vs B2の勝者 B1の敗者 ： B2の敗者

コート
第１試合 14:00 ～ 14:35 BLUE EAGLES vs FCレパードJr 　 向原シャークス ： 板橋少年SC

第２試合 14:40 ～ 15:15 FC熊野 vs ヴィルトゥスSC BLUE EAGLES ： FCレパードJr

第３試合 15:20 ～ 15:55 向原シャークス vs A1の勝者 FC熊野 ： ヴィルトゥスSC

第４試合 16:00 ～ 16:35 板橋少年SC vs A2の勝者 A1の敗者 ： A2の敗者

コート
第１試合 14:00 ～ 14:35 ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽSC vs FC北前野 　 九曜FC Jr ： プレイファン

第２試合 14:40 ～ 15:15 城北ボレアス vs 池袋FC ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽSC ： FC北前野

第３試合 15:20 ～ 15:55 九曜FC Jr vs B1の勝者 城北ボレアス ： 池袋FC

第４試合 16:00 ～ 16:35 プレイファン vs B2の勝者 B1の敗者 ： B2の敗者

コート
第１試合 10:00 ～ 10:35 北野FC vs セボジータス 　 アミーゴFC Jｒ ： プログレットFC

第２試合 10:40 ～ 11:15 アズサジュニアFC vs FC PROUD 北野FC ： セボジータス

第３試合 11:20 ～ 11:55 アミーゴFC Jｒ vs A1の勝者 アズサジュニアFC ： FC PROUD

第４試合 12:00 ～ 12:35 プログレットFC vs A2の勝者 A1の敗者 ： A2の敗者

コート
第１試合 10:00 ～ 10:35 東十条ビクトリーズ vs スペリオ城北 　 本　部 ： 大塚少年SC

第２試合 10:40 ～ 11:15 桜川SC vs ときわ台SC 東十条ビクトリーズ ： スペリオ城北

第３試合 11:20 ～ 11:55 大塚少年SC vs B1の勝者 桜川SC ： ときわ台SC

対　戦 審　判

Bコート

　12月20日（日）　会場：新荒川大橋サッカー場

　設営集合13：00　審判集合・代表者会議　設営終り次第
試合時間 対　戦 審　判

Bコート

試合時間 対　戦 審　判

Aコート

　12月6日（日）　会場：新荒川大橋サッカー場

試合時間 対　戦 審　判

審　判

試合時間 対　戦 審　判

Bコート

　1月17日（日）　会場：新荒川大橋サッカー場

　設営集合9：00　審判集合・代表者会議　設営終り次第
試合時間 対　戦

Aコート

審　判対　戦試合時間

Bコート

Aコート

Aコート

試合時間

山下杯5年生大会　東京6ブロック予選大会ﾞ日程

　12月5日（土）　会場：新荒川大橋サッカー場

　設営集合13：00　審判集合・代表者会議　設営終り次第
試合時間 対　戦 審　判

　設営集合13：00　審判集合・代表者会議　設営終り次第



コート
第１試合 10:00 ～ 10:35 　
第２試合 10:40 ～ 11:15

第３試合 11:20 ～ 11:55

第４試合 12:00 ～ 12:35

第５試合 12:40 ～ 13:25

第６試合 13:30 ～ 14:15

コート
第１試合 10:00 ～ 10:35 　
第２試合 10:40 ～ 11:15

第３試合 11:20 ～ 11:55

第４試合 12:00 ～ 12:35

第５試合 12:40 ～ 13:25

第６試合 13:30 ～ 14:15

コート
第１試合 14:00 ～ 14:45 　
第２試合 15:15 ～ 16:00

コート
第１試合 14:00 ～ 14:45 　
第２試合 15:15 ～ 16:00

試合時間 対　戦 審　判

Bコート
B1 本　部

3位決定戦 本　部

対　戦

Aコート
A1

決勝戦 本　部

試合時間 対　戦

Bコート

B1 B4

B2 B1

B4

B5

B6 本　部

Aコート

A1

A2

A3

A4

A6

A1

A2

A3

本　部

3月7日（日）　会場：新荒川大橋サッカー場

審　判
本　部

　設営集合13：00　審判集合・代表者会議　設営終り次第
試合時間

B3

本　部

A5

A4

審　判

B3 B2

本　部

　2月28日（日）　会場：新荒川大橋サッカー場

　設営集合9：00　審判集合・代表者会議　設営終り次第
試合時間 対　戦 審　判


