
板橋Ｕ１２ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2018勝敗表

板橋U12サッ カ ーリ ーグ2018 2018年  12月 9日現在

Ａリーグ11 BLUE 中台 九曜 レパード ビート ル 北前野 成増 アミ ーゴ 高島平 下赤塚 志村東 向原 順位 勝点 警告・ 退場の記録

BLUE EAGLES ※ ●０ －３ ●０ －４ ●０ －１ ●０ －３ ●０ －３ ●１ －３ △０ －０ ●０ －３ ●０ －２ ●１ －５ 1 9/2/2018 10/28/2018 11/25/2018

中台Ｓ Ｃ ○３ －０ ※ ○２ －０ ●１ －２ △０ －０ △０ －０ ○３ －０ ●２ －４ △１ －１ 〇２ －０ ○２ －０ 18 11/25/2018

九曜Ｆ Ｃ ○４ －０ ●０ －２ ※ △０ －０ 〇１ －０ ●１ －４ ●０ －２ △０ －０ 12/23/2018 △１ －１ 12/23/2018 9 6/17/2018

Ｆ Ｃ レパード Ｊ ｒ ※ - -

ビート ルイ レブン ○１ －０ 〇２ －１ △０ －０ ※ ○１ －０ △０ －０ 〇３ －０ 〇２ －０ 〇３ －０ ○３ －１ 〇４ －０ 26 12/2/2018

Ｆ Ｃ 北前野 ○３ －０ △０ －０ ●０ －１ ●０ －１ ※ ●０ －２ ○３ －１ 〇１ －０ ○３ －１ △０ －０ ○２ －１ 17 5/20/2018

警告： 背番号１ 　 反スポ（ 5/20）

退場： 背番号１ 　 阻止（ 手） （ 5/

20）

成増Ｓ Ｃ ○３ －０ △０ －０ ○４ －１ △０ －０ ○２ －０ ※ ○２ －１ ○３ －０ 12/23/2018 〇５ －１ 12/23/2018 20 9/16/2018

アミ ーゴＦ Ｃ ○３ －１ ●０ －３ ○２ －０ ●０ －３ ●１ －３ ●１ －２ ※ △０ －０ ●１ －３ ○２ －１ 〇３ －０ 13 6/10/2018 11/23/2018

高島平Ｓ Ｃ △０ －０ 〇４ －２ △０ －０ ●０ －２ ●０ －１ ●０ －３ △０ －０ ※ ●０ －２ ●０ －３ ●０ －３ 6 9/9/2018

下赤塚Ｆ Ｃ 〇３ －０ △１ －１ 12/23/2018 ●０ －３ ●１ －３ 12/23/2018 ○３ －１ ○２ －０ ※ △１ －１ ○２ －１ 14 6/24/2018

志村東Ｊ ｒ ○２ －０ ●０ －２ △１ －１ ●１ －３ △０ －０ ●１ －５ ●１ －２ ○３ －０ △１ －１ ※ ●０ －２ 9 5/13/2018

向原シャ ーク ス 〇５ －１ ●０ －２ 12/23/2018 ●０ －４ ●１ －２ 12/23/2018 ●０ －３ ○３ －０ ●１ －２ 〇２ －０ ※ 9 8/26/2018 12/23/2018

Ｂリーグ13 朝鮮 桜川 プログレッ ト アズサ 徳丸 ゴールデン 熊野 シルバー と き わ台 赤塚新町 ペガサス リ ト ル リ オ 順位 勝点 警告・ 退場の記録

東京朝鮮第三Ｆ Ｃ ※ ●１ －４ ●１ －２ ○１ －０ △０ －０ ○３ －０ ●０ －１ ○３ －２ ○２ －０ ○７ －０ △０ －０ 〇４ －０ ○１ －０ ４ 23 5/20/2018 9/23/2018

桜川Ｓ Ｃ ○４ －１ ※ ○２ －０ △１ －１ ○９ －０ ○３ －０ 〇１ －０ 〇５ －１ ○５ －０ 〇９ －０ 〇１ －０ ○３ －１ ○４ －０ ① 34 6/24/2018 11/11/2018

プログレッ ト Ｆ Ｃ ○２ －１ ●０ －２ ※ ○４ －１ ○４ －１ 〇６ －１ ○２ －１ ○４ －２ ○３ －０ ○８ －０ ○３ －０ ○５ －２ 〇４ －０ ② 33 6/17/2018

アズサＪ ｒ ●０ －１ △１ －１ ●１ －４ ※ △０ －０ ○４ －１ ●１ －２ ●０ －１ ○１ －０ ○６ －０ ●１ －３ △０ －０ 12/23/2018 12 6/3/2018

徳丸Ｆ Ｃ △０ －０ ●０ －９ ●１ －４ △０ －０ ※ ●０ －１ ●０ －３ ●０ －４ ○２ －０ ○４ －０ ●０ －４ △１ －１ ○４ －３ 12 6/10/2018 9/9/2018
警告： 背番号１ 　 ラ フ プレー（ 9/

9）
ゴールデンキッ カ ーズ ●０ －３ ●０ －３ ●１ －６ ●１ －４ ○１ －０ ※ △１ －１ 12/23/2018 ○３ －０ 〇７ －０ ●２ －５ ●１ －２ 12/23/2018 10 9/23/2018 11/11/2018

Ｆ Ｃ 熊野 ○１ －０ ●０ －１ ●１ －２ 〇２ －１ ○３ －０ △１ －１ ※ ○３ －０ ○３ －０ 〇６ －０ ○２ －０ 〇３ －０ 〇６ －０ ③ 28 8/26/2018 12/9/2018

シルバーフ ォ ッ ク ス ●２ －３ ●１ －５ ●２ －４ ○１ －０ ○４ －０ 12/23/2018 ●０ －３ ※ 〇２ －０ 〇２ －０ ●０ －１ 〇２ －０ ○２ －０ 6 18 9/2/2018 12/2/2018 12/23/2018

と き わ台Ｓ Ｃ ●０ －２ ●０ －５ ●０ －３ ●０ －１ ●０ －２ ●０ －３ ●０ －３ ●０ －２ ※ ○１ －０ ○１ －０ ○１ －０ ●０ －５ 9 5/13/2018 9/16/2018

赤塚新町 ●０ －７ ●０ －９ ●０ －８ ●０ －６ ●０ －４ ●０ －７ ●０ －６ ●０ －２ ●０ －１ ※ ●０ －４ ●０ －５ ●１ －５ 0 10/7/2018

ペガサス △０ －０ ●０ －１ ●０ －３ ○３ －１ 〇４ －０ ○５ －２ ●０ －２ 〇１ －０ ●０ －１ ○４ －０ ※ ○１ －０ △２ －２ 5 20 5/27/2018

リ ト ルイ ンディ アンズ ●０ －４ ●１ －３ ●２ －５ △０ －０ △１ －１ ○２ －１ ●０ －３ ●０ －２ ●０ －１ ○５ －０ ●０ －１ ※ ●１ －４ 8 9/30/2018 10/7/2018

リ オＦ Ｃ 板橋 ●０ －１ ●０ －４ ●０ －４ 12/23/2018 ●３ －４ 12/23/2018 ●０ －６ ●０ －２ 〇５ －０ 〇５ －１ △２ －２ ○４ －１ ※ 10 10/28/2018
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