
2021/3/29

コート

第１試合 9:00 ～ 9:16 桜川SC vs 大成FC 高島平 : 大塚少年

第２試合 9:18 ～ 9:34 向原シャークス vs ヴィルトゥスSC 桜川SC : 大成FC

第３試合 9:36 ～ 9:52 桜川SC vs 池袋FC 向原 : ヴィルトゥス

第４試合 9:54 ～ 10:10 向原シャークス vs 高島平SC 桜川SC : 池袋FC

第５試合 10:12 ～ 10:28 桜川SC vs 成増SC 向原 : 高島平

第６試合 10:30 ～ 10:46 向原シャークス vs 大塚少年SC 桜川SC : 成増SC

第７試合 10:48 ～ 11:04 大成FC vs 池袋FC 向原 : 大塚少年

第８試合 11:06 ～ 11:22 ヴィルトゥスSC vs 高島平SC 大成FC : 池袋FC

第９試合 11:24 ～ 11:40 大成FC vs 成増SC ヴィルトゥス : 高島平

第１０試合 11:42 ～ 11:58 ヴィルトゥスSC vs 大塚少年SC 大成FC : 成増SC

第１１試合 12:00 ～ 12:16 池袋FC vs 成増SC ヴィルトゥス : 大塚少年

第１２試合 12:18 ～ 12:34 高島平SC vs 大塚少年SC 池袋FC : 成増SC

第１３試合 12:36 ～ 12:52 FC 熊野 vs 上池袋少年SC 東十条 : アミーゴ

第１４試合 12:54 ～ 13:10 FCレパードJr vs OJAユナイテッド FC 熊野 : 上池袋少年

第１５試合 13:12 ～ 13:28 FC 熊野 vs シルバーフォックスSC レパード : OJA

第１６試合 13:30 ～ 13:46 FCレパードJr vs 東十条ビクトリーズ FC 熊野 : シルバー

第１７試合 13:48 ～ 14:04 FC 熊野 vs FC北前野 レパード : 東十条

第１８試合 14:06 ～ 14:22 FCレパードJr vs アミーゴFC Jr FC 熊野 : FC北前野

第１９試合 14:24 ～ 14:40 上池袋少年SC vs シルバーフォックスSC レパード : アミーゴ

第２０試合 14:42 ～ 14:58 OJAユナイテッド vs 東十条ビクトリーズ 上池袋少年 : シルバー

第２１試合 15:00 ～ 15:16 上池袋少年SC vs FC北前野 OJA : 東十条

第２２試合 15:18 ～ 15:34 OJAユナイテッド vs アミーゴFC Jr 上池袋少年 : FC北前野

第２３試合 15:36 ～ 15:52 シルバーフォックスSC vs FC北前野 OJA : アミーゴ

第２４試合 15:54 ～ 16:10 東十条ビクトリーズ vs アミーゴFC Jr シルバー : FC北前野

コート

第１試合 9:00 ～ 9:16 板橋少年SC vs 豊島SC 下赤塚FC : 城北ボレアス

第２試合 9:18 ～ 9:34 BLUE EAGLES vs エスフォルソFC 板橋少年SC : 豊島SC

第３試合 9:36 ～ 9:52 板橋少年SC vs FC.PROUD BLUE EAGLES : エスフォルソ

第４試合 9:54 ～ 10:10 BLUE EAGLES vs 下赤塚FC 板橋少年SC : FC.PROUD

第５試合 10:12 ～ 10:28 板橋少年SC vs 第一SSC BLUE EAGLES : 下赤塚FC

第６試合 10:30 ～ 10:46 BLUE EAGLES vs 城北ボレアスFC 板橋少年SC : 第一SSC

第７試合 10:48 ～ 11:04 豊島SC vs FC.PROUD BLUE EAGLES : 城北ボレアス

第８試合 11:06 ～ 11:22 エスフォルソFC vs 下赤塚FC 豊島SC : FC.PROUD

第９試合 11:24 ～ 11:40 豊島SC vs 第一SSC エスフォルソ : 下赤塚FC

第１０試合 11:42 ～ 11:58 エスフォルソFC vs 城北ボレアスFC 豊島SC : 第一SSC

第１１試合 12:00 ～ 12:16 FC.PROUD vs 第一SSC エスフォルソ : 城北ボレアス

第１２試合 12:18 ～ 12:34 下赤塚FC vs 城北ボレアスFC FC.PROUD : 第一SSC

第１３試合 12:36 ～ 12:52 sc ３６０ Jr ‐ 中台SC 本部 : tfaジュニア

第１４試合 13:10 ～ 13:26 sc ３６０ Jr ‐ tfaジュニア 本部 : 中台SC

第１５試合 13:40 ～ 13:56 中台SC ‐ tfaジュニア 本部 : sc ３６０ Jr

２０２１年度回全日本フットサル東京都第６ブロック予選大会

　5月5日（祝）　会場：浮間こどもスポーツ広場

　設営集合8：00　審判集合（ルールレクチャー）8：30　代表者会議8：30
　PM：　審判集合12：00　代表者会議12：00

試合時間 対　戦 審　判

試合時間 対　戦 審　判

Bコート

Aコート


