
2022/8/23

(日) 会場 ︓
設営集合 9:00 : 設営終了次第 会場9-18

: 12:50

第1試合 9:20 〜 9:55 FC熊野 vs リトルインディアンズ 下赤塚FC ︓ 志村東ジュニアSC

第2試合 10:00 〜 10:35 BLUE EAGLES vs 志村東ジュニアSC FC熊野 ︓ リトルインディアンズ

第3試合 10:40 〜 11:15 FC熊野 vs ときわ台SC BLUE EAGLES ︓ 志村東ジュニアSC

第4試合 11:20 〜 11:55 BLUE EAGLES vs 下赤塚FC FC熊野 ︓ ときわ台SC

第5試合 12:00 〜 12:35 リトルインディアンズ vs ときわ台SC BLUE EAGLES ︓ 下赤塚FC

第6試合 12:40 〜 13:15 下赤塚FC vs 志村東ジュニアSC リトルインディアンズ ︓ ときわ台SC

第7試合 13:20 〜 13:55 アミーゴFC Jr vs 徳丸FC 徳丸FC（当該） ︓ 桜川SC

第8試合 14:20 〜 14:55 アミーゴFC Jr vs 桜川SC アミーゴFC Jr（当該） ︓ 徳丸FC

第9試合 15:20 〜 15:55 徳丸FC vs 桜川SC アミーゴFC Jr ︓ 桜川SC（当該）

(日) 会場 ︓
設営集合 9:00 : 設営終了次第 会場9-18

: 12:50

第1試合 9:20 〜 9:55 ペガサスFC vs FCレパードJr アミーゴFC Jr ︓ 徳丸FC

第2試合 10:00 〜 10:35 アミーゴFC Jr vs 高島平SC ペガサスFC ︓ FCレパードJr

第3試合 10:40 〜 11:15 ペガサスFC vs 向原シャークス アミーゴFC Jr ︓ 高島平SC

第4試合 11:20 〜 11:55 徳丸FC vs 高島平SC ペガサスFC ︓ 向原シャークス

第5試合 12:00 〜 12:35 FCレパードJr vs 向原シャークス 徳丸FC ︓ 高島平SC

第6試合 12:40 〜 13:15 アミーゴFC Jr フレン
ドリー 徳丸FC FCレパードJr ︓ 向原シャークス

第7試合 13:20 〜 13:55 九曜FC Jr vs 志村東ジュニアSC 志村東ジュニア（当該）︓ 下赤塚FC

第8試合 14:20 〜 14:55 九曜FC Jr vs 下赤塚FC 九曜FC Jr（当該） ︓ 志村東ジュニアSC

第9試合 15:20 〜 15:55 志村東ジュニアSC フレン
ドリー 下赤塚FC 九曜FC Jr ︓ 下赤塚FC（当該）

試合時間 対　戦 審　判

板橋区サッカー連盟会⻑杯少年サッカーリーグ
2022年9⽉4日 高島平多目的運動場

AMチーム 審判代表者会議
PMチーム 審判代表者会議

記録紙出⼒担当︓FC熊野　　試合結果報告担当︓桜川SC

記録紙出⼒担当︓ペガサスFC　　試合結果報告担当︓下⾚塚FC

試合時間 対　戦 審　判

2022年9⽉11日 高島平多目的運動場
AMチーム 審判代表者会議
PMチーム 審判代表者会議



(⽉) 会場 ︓
設営集合 9:00 : 設営終了次第 会場9-18

: 12:50

第1試合 9:20 〜 9:55 ペガサスFC vs プログレットFC シルバーフォックス ︓ FC北前野

第2試合 10:00 〜 10:35 アズサジュニアFC vs シルバーフォックス ペガサスFC ︓ プログレットFC

第3試合 10:40 〜 11:15 ペガサスFC vs 成増SC アズサジュニアFC ︓ シルバーフォックス

第4試合 11:20 〜 11:55 アズサジュニアFC vs FC北前野 ペガサスFC ︓ 成増SC

第5試合 12:00 〜 12:35 プログレットFC vs 成増SC アズサジュニアFC ︓ FC北前野

第6試合 12:40 〜 13:15 シルバーフォックス vs FC北前野 プログレットFC ︓ 成増SC

第7試合 13:20 〜 13:55 徳丸FC vs 北野FC 徳丸FC（当該） ︓ 高島平SC

第8試合 14:20 〜 14:55 高島平SC vs 北野FC 徳丸FC ︓ 北野FC（当該）

第9試合 15:20 〜 15:55 徳丸FC フレン
ドリー 高島平SC 高島平SC（当該） ︓ 北野FC

(⾦) 会場 ︓
設営集合 9:00 : 設営終了次第 会場9-18

: 12:50

第1試合 9:20 〜 9:55 FC熊野 vs 東京朝鮮第三 中台SC ︓ BLUE EAGLES

第2試合 10:00 〜 10:35 九曜FC Jr vs 中台SC FC熊野 ︓ 東京朝鮮第三

第3試合 10:40 〜 11:15 リトルインディアンズ フレン
ドリー FC熊野 九曜FC Jr ︓ 中台SC

第4試合 11:20 〜 11:55 九曜FC Jr vs BLUE EAGLES リトルインディアンズ ︓ FC熊野

第5試合 12:00 〜 12:35 リトルインディアンズ vs 東京朝鮮第三 九曜FC Jr ︓ BLUE EAGLES

第6試合 12:40 〜 13:15 中台SC vs BLUE EAGLES リトルインディアンズ ︓ 東京朝鮮第三

第7試合 13:20 〜 13:55 レパードFC Jr vs 成増SC レパードFC（当該） ︓ 向原シャークス

第8試合 14:20 〜 14:55 成増SC vs 向原シャークス レパードFC Jr ︓ 成増SC（当該）

第9試合 15:20 〜 15:55 レパードFC Jr フレン
ドリー 向原シャークス 成増SC ︓ 向原シャークス（当該）

高島平多目的運動場

高島平多目的運動場2022年9⽉19日
AMチーム

対　戦
PMチーム 審判代表者会議

試合時間

AMチーム
2022年9⽉23日

審判代表者会議

対　戦

審判代表者会議
PMチーム 審判代表者会議

試合時間 審　判

審　判

記録紙出⼒担当︓プログレットFC　　試合結果報告担当︓高島平SC

記録紙出⼒担当︓東京朝鮮第三　試合結果報告担当︓向原シャークス



(日) 会場 ︓
設営集合 9:00 : 設営終了次第 会場9-17

第1試合 9:20 〜 9:55 プログレットFC vs 向原シャークス シルバーフォックス ︓ SC360Jr

第2試合 10:00 〜 10:35 中台SC vs 下赤塚FC プログレットFC ︓ 向原シャークス

第3試合 10:40 〜 11:15 プログレットFC vs レパードFC Jr 中台SC ︓ 下赤塚FC

第4試合 11:20 〜 11:55 中台SC vs 志村東ジュニアSC プログレットFC ︓ SC360Jr

第5試合 12:00 〜 12:35 アズサジュニアFC vs SC360Jr 中台SC ︓ 志村東ジュニアSC

第6試合 13:00 〜 13:35 シルバーフォックス vs SC360Jr アズサジュニアFC ︓ レパードFC Jr

(日) 会場 ︓
設営なし : 11:15 会場9-17

第1試合 11:45 〜 12:20 アミーゴFC Jr vs 北野FC 桜川SC ︓ 高島平SC

第2試合 12:25 〜 13:00 FC北前野 vs SC360Jr アミーゴFC Jr ︓ 北野FC

第3試合 13:05 〜 13:40 桜川SC vs 北野FC FC北前野 ︓ SC360Jr

第4試合 13:45 〜 14:20 ときわ台SC vs 東京朝鮮第三 桜川SC ︓ 北野FC

第5試合 14:25 〜 15:00 桜川SC vs 高島平SC ときわ台SC ︓ 東京朝鮮第三

高島平多目的運動場2022年10⽉23日
AMチーム 審判代表者会議

記録紙出⼒担当︓中台SC　試合結果報告担当︓SC360Jr

記録紙出⼒担当︓アミーゴFC Jr　試合結果報告担当︓ときわ台SC

AMチーム 審判代表者会議

試合時間 対　戦 審　判

試合時間 対　戦 審　判

2022年10⽉30日 高島平多目的運動場


