
2022/9/14

(土) 会場 ︓
設営集合 13:00 : 設営終了次第 会場9-18

コート

第1試合 14:00 〜 14:35 tfaジュニア vs プログレットFC
第2試合 15:00 〜 15:35 tfaジュニア vs 第一SSC
第3試合 16:00 〜 16:35 プログレットFC vs 第一SSC

コート

第1試合 14:00 〜 14:35 アズサジュニアFC vs カンテラ十条
第2試合 15:00 〜 15:35 アズサジュニアFC vs 北友サンライズFC
第3試合 16:00 〜 16:35 カンテラ十条 vs 北友サンライズFC

(土) 会場 ︓
設営集合 8:00 : 設営終了次第 会場9-18

設営なし : 11:50

コート

第1試合 9:00 〜 9:35 プログレットFC vs 高島平SC BLUE EAGLES ︓ 東十条ビクトリーズ
第2試合 9:40 〜 10:15 BLUE EAGLES vs 成増SC プログレットFC ︓ 高島平SC
第3試合 10:20 〜 10:55 プログレットFC vs 東十条ビクトリーズ 高島平SC ︓ 成増SC
第4試合 11:00 〜 11:35 ペガサスFC vs 成増SC プログレットFC ︓ 東十条ビクトリーズ
第5試合 11:40 〜 12:15 高島平SC vs 東十条ビクトリーズ ペガサスFC ︓ 成増SC
第6試合 12:20 〜 12:55 大成FC vs 北友サンライズ 豊島SC ︓ 北野FC
第7試合 13:00 〜 13:35 プレイファン vs 豊島SC 大成FC ︓ 北友サンライズ
第8試合 13:40 〜 14:15 大成FC vs さくらFC プレイファン ︓ 豊島SC
第9試合 14:20 〜 14:55 プレイファン vs 北野FC 大成FC ︓ さくらFC
第10試合 15:00 〜 15:35 北友サンライズ vs さくらFC プレイファン ︓ 北野FC
第11試合 15:40 〜 16:15 豊島SC フレン

ドリー 北野FC 北友サンライズ ︓ さくらFC

コート

第1試合 9:00 〜 9:35 セボジータス vs ときわ台SC 向原シャークス ︓ 中台SC
第2試合 9:40 〜 10:15 王一FC vs 向原シャークス セボジータス ︓ ときわ台SC
第3試合 10:20 〜 10:55 セボジータス vs ビートルイレブン 王一FC ︓ 向原シャークス
第4試合 11:00 〜 11:35 王一FC vs 中台SC セボジータス ︓ ビートルイレブン
第5試合 11:40 〜 12:15 ときわ台SC vs ビートルイレブン 王一FC ︓ 中台SC
第6試合 12:20 〜 12:55 向原シャークス フレン

ドリー 中台SC ときわ台SC ︓ ビートルイレブン

(土) 会場 ︓
設営集合 8:00 : 設営終了次第 会場9-18

コート

第1試合 9:00 〜 9:35 FC北前野 vs 向原シャークス 向原シャークス ︓ 中台SC
第2試合 9:40 〜 10:15 王一FC vs 池袋FC FC北前野 ︓ 向原シャークス
第3試合 10:20 〜 10:55 FC北前野 vs 中台SC 王一FC ︓ 池袋FC
第4試合 11:00 〜 11:35 王一FC フレン

ドリー 池袋FC FC北前野 ︓ 中台SC
第5試合 11:40 〜 12:15 向原シャークス フレン

ドリー 中台SC 王一FC ︓ 池袋FC

試合時間 対　戦 審　判

2022三井のリハウスリーグ日程
2022年9⽉17日 ⼾⽥橋サッカー場

AM 審判代表者会議

（主）第一・（副）当該
（主）プログレット・（副）当該

（主）tfa・（副）当該

試合時間 対　戦 審　判

B
（主）北友・（副）当該

（主）カンテラ・（副）当該
（主）アズサ・（副）当該

2022年9⽉24日 ⼾⽥橋サッカー場

B

AM 審判代表者会議
PM 審判代表者会議

試合時間 対　戦 審　判

A

試合時間 対　戦 審　判

2022年10⽉1日 ⼾⽥橋サッカー場
AM 審判代表者会議

試合時間 対　戦 審　判

A



(土) 会場 ︓
設営集合 8:00 : 設営終了次第 会場9-18

コート

第1試合 9:00 〜 9:35 BLUE EAGLES vs 第一SSC 王一FC ︓ 下赤塚FC
第2試合 9:40 〜 10:15 セボジータス vs 王一FC BLUE EAGLES ︓ 第一SSC
第3試合 10:20 〜 10:55 BLUE EAGLES フレン

ドリー 成増SC セボジータス ︓ 王一FC
第4試合 11:00 〜 11:35 セボジータス vs 下赤塚FC BLUE EAGLES ︓ 成増SC
第5試合 11:40 〜 12:15 第一SSC vs 成増SC セボジータス ︓ 下赤塚FC
第6試合 12:20 〜 12:55 王一FC vs 下赤塚FC 第一SSC ︓ 成増SC

コート

第1試合 9:00 〜 9:35 池袋FC vs ときわ台SC
第2試合 9:40 〜 10:15 エスフォルソ vs カンテラ十条 池袋FC ︓ ときわ台SC
第3試合 10:20 〜 10:55 池袋FC vs 向原シャークス エスフォルソ ︓ カンテラ十条

試合時間 対　戦 審　判

2022年10⽉8日 ⼾⽥橋サッカー場
AM 審判代表者会議

A

試合時間 対　戦 審　判

B
（主）向原シャークス　（副）当該チーム


