
板橋Ｕ１２ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2014勝敗表

板橋U12サッカーリーグ2014 2015年  1月  12日現在

Ａリーグ12 ビートル 熊野 北前野 BLUE 桜川 九曜 アミーゴ 志村東 成増 向原 北野 リオ 勝点 順位 グリーンカード 警告・退場の記録

ﾋﾞｰﾄﾙｲﾚﾌﾞﾝ ※ ○２－１ ○２－０ △２－２ ○11－０ ●０－１ ○３－１ △０－０ ○２－０ ○１－０ ○６－１ ○７－０ 26 ② 10/5/2014

ＦＣ熊野 ●１－２ ※ ●０－２ ●０－２ ○３－０ ●０－１ ●１－２ ○３－０ ●１－２ ○１－０ ○４－０ ●２－３ 12 9 6/1/2014

ＦＣ北前野 ●０－２ ○２－０ ※ ○３－０ ○12－０ ●０－１ ●０－１ △０－０ ○１－０ ●０－１ ○３－１ ○４－０ 19 4 5/11/2014 11/30/2014

B L U E  E A G L E S △２－２ ○２－０ ●０－３ ※ ○４－１ △０－０ △２－２ ●０－１ ●０－１ ○４－０ △０－０ ○２－０ 16 6 5/25/2014 12/13/2014 警告：背番号７　繰り返しのファウル（12月7日）

桜川ＳＣ ●０－11 ●０－３ ●０－12 ●１－４ ※ ●０－12 ●０－10 ●０－６ ●０－12 ●０－３ ●０－６ ●０－６ 0 12 10/26/2014 1/12/2014

九曜ＦＣ ○１－０ ○１－０ ○１－０ △０－０ ○12－０ ※ ○２－１ ○３－０ ○２－０ ○１－０ ○３－１ ●１－２ 28 ① 5/18/2014 12/7/2014 警告：背番号99　反スポ（12月7日）

ｱﾐｰｺﾞＦＣ ●１－３ ○２－１ ○１－０ △２－２ ○10－０ ●１－２ ※ △１－１ ●０－６ ○３－１ △０－０ ○２－１ 18 5 10/19/2014

志村東ｼﾞｭﾆｱ △０－０ ●０－３ △０－０ ○１－０ ○６－０ ●０－３ △１－１ ※ ○３－１ △２－２ △０－０ △０－０ 15 7 12/6/2014 12/14/2014

成増ＳＣ ●０－２ ○２－１ ●０－１ ○１－０ ○12－０ ●０－２ ○６－０ ●１－３ ※ △０－０ ○２－０ ○４－０ 19 ③ 11/9/2014

向原ｼｬｰｸｽ ●０－１ ●０－１ ○１－０ ●０－４ ○３－０ ●０－１ ●１－３ △２－２ △０－０ ※ ○１－０ ○２－０ 14 8 10/26/2014

北野ＦＣ ●１－６ ●０－４ ●１－３ △０－０ ○６－０ ●１－３ △０－０ △０－０ ●０－２ ●０－１ ※ ○３－１ 9 11 9/21/2014

リオＦＣ板橋 ●０－７ ○３－２ ●０－４ ●０－２ ○６－０ ○２－１ ●１－２ △０－０ ●０－４ ●０－２ ●１－３ ※ 10 10 6/15/2014 11/16/2014

Ｂリーグ13 ペガサス 高島平 下赤塚 朝鮮 リトル シルバー 中台 レパード ときわ台 ゴールデン プログレット アズサ 徳丸 勝点 順位 グリーンカード 警告・退場の記録

ペガサスＦＣ ※ ○２－０ ●１－４ ○１－０ ○２－０ ○１－０ △０－０ ○１－０ ○６－０ △１－１ ○２－０ ○３－０ △１－１ 27 ③ 5/11/2014 11/16/2014

高島平ＳＣ ●０－２ ※ △０－０ ○１－０ △２－２ ●０－１ ○１－０ ●０－３ ○３－０ △０－０ ●２－５ ○２－０ ○３－０ 18 5 5/25/2014 12/7/2014

下赤塚ＦＣ ○４－１ △０－０ ※ ○１－０ ○２－１ ○５－０ △０－０ ●０－１ ○１－０ ○４－１ ○２－１ ○３－１ ○４－０ 29 ② 5/18/2014 11/29/2014

朝鮮第三ＳＣ ●０－１ ●０－１ ●０－１ ※ ●１－２ △１－１ ●０－２ △０－０ ●０－１ △０－０ ○１－０ ●０－２ △１－１ 7 12 9/7/2014

ﾘﾄﾙｲﾝﾃﾞｨｱﾝｽﾞ ●０－２ △２－２ ●１－２ ○２－１ ※ △１－１ ○２－１ ●０－１ ○５－１ ●１－３ ○６－０ ○６－４ ●１－２ 17 7 6/1/2014 11/1/2014 警告：背番号２７　反スポ（11月1日）

ｼﾙﾊﾞｰﾌｫｯｸｽ ●０－１ ○１－０ ●０－５ △１－１ △１－１ ※ ●０－３ ●０－２ ○２－１ ○１－０ △１－１ ○４－１ ○４－０ 18 6 11/9/2014 12/14/2014 1

中台ＳＣ △０－０ ●０－１ △０－０ ○２－０ ●１－２ ○３－０ ※ △２－２ ●１－２ ○５－０ ○４－０ ○10－１ ○４－１ 21 4 10/19/2014 12/6/2014

ＦＣレパード ●０－１ ○３－０ ○１－０ △０－０ ○１－０ ○２－０ △２－２ ※ ○２－０ ○４－０ ○12－０ ○４－０ ○５－１ 29 ① 11/8/2014 12/13/2014

ときわ台ＳＣ ●０－６ ●０－３ ●０－１ ○１－０ ●１－５ ●１－２ ○２－１ ●０－２ ※ △２－２ ●１－３ △１－１ ○２－０ 11 9 10/11/2014 9/15/2014 1

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｷｯｶｰｽﾞ △１－１ △０－０ ●１－４ △０－０ ○３－１ ●０－１ ●０－５ ●０－４ △２－２ ※ ●０－２ ○３－０ △０－０ 11 8 10/5/2014 警告：背番号４４　反スポ（11月1日）

ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯﾄＦＣ ●０－２ ○５－２ ●１－２ ●０－１ ●０－６ △１－１ ●０－４ ●０－12 ○３－１ ○２－０ ※ ●１－４ △０－０ 11 10 11/30/2014

アズサジュニア ●０－３ ●０－２ ●１－３ ○２－０ ●４－６ ●１－４ ●１－10 ●０－４ △１－１ ●０－３ ○４－１ ※ ○３－０ 10 11 9/21/2014 1/12/2014 警告：背番号１　反スポ（11月1日）

徳丸ＦＣ △１－１ ●０－３ ●０－４ △１－１ ○２－１ ●０－４ ●１－４ ●１－５ ●０－２ △０－０ △０－０ ●０－３ ※ 7 13 6/15/2014 1/11/2014
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