
板橋Ｕ１１ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2015勝敗表

11/17/2015

板橋Ｕ１１サッカーリーグ2015
＜予選リーグ＞  2015年  9月  23日現在

Ａブロック 徳丸ＦＣ アミーゴＦＣ 九曜ＦＣ ＦＣ北前野 ＦＣレパード
ゴールデン
キッカーズ

ＦＣ熊野 成増ＳＣ 勝点 順位 責任日 警告・退場の記録

1 徳丸ＦＣ ※ ●　０－３ ●　０－２ ●　０－２ ●　１－２ ○　６－０ △　１－１ ●　０－２ 4 6/13/2015

2 アミーゴＦＣ ○　３－０ ※ ●　１－２ ●　０－２ ●　０－３ △　１－１ ●　１－２ ○　１－０ 7 5 5/16/2015

3 九曜ＦＣ ○　２－０ ○　２－１ ※ ○　２－０ ○　３－１ ○　10ー０ ○　５－３ ○　４－０ 21 ① 10/24/2015

4 ＦＣ北前野 ○　２－０ ○　２－０ ●　０－２ ※ ○　２－１ ○　２－１ ●　０－１ ○　１－０ 15 3

5 ＦＣレパード ○　２－１ ○　３－０ ●　１－３ ●　１－２ ※ ○　２－０ ○　２－０ ○　６－１ 15 ② 5/23/2015

6 ゴールデンキッカーズ ●　０－６ △　１－１ ●　０－10 ●　１－２ ●　０－２ ※ ●　１－４ ○　２－１ 4 5/30/2015

7 ＦＣ熊野 △　１－１ ○　２－１ ●　３－５ ○　１－０ ●　０－２ ○　４－１ ※ △　２－２ 11 4

8 成増ＳＣ ○　２－０ ●　０－１ ●　０－４ ●　０－１ ●　１－６ ●　１－２ △　２－２ ※ 4 9/22/2015

Ｂブロック 中台ＳＣ
BLUE 

EAGLES
シルバーフ
ォックス

ときわ台Ｓ
Ｃ

下赤塚ＦＣ
志村東ジュ

ニア
北野ＦＣ

プログレット
ＦＣ

勝点 順位 責任日 警告・退場の記録

9 中台ＳＣ ※ △　２－２ ○　８－０ 10/17/2015 ○　３－０ ○　５－１ ○　６－１ ○　９－２ 16 ○ 9/19/2015

10 BLUE EAGLES △　２－２ ※ ○　12－０ △　１－１ ○　１－０ ○　６－０ ○　４－１ ○　３－１ 17 ○ 警告：背番号78　反スポ（5/23）

11 シルバーフォックス ●　０－８ ●　０－12 ※ ○　５－１ ○　１－０ ○　７－１ ●　１－３ ●　１－３ 9 8/22/2015

12 ときわ台ＳＣ 10/17/2015 △　１－１ ●　１－５ ※ ●　０－５ ○　５－０ ●　０－１ ●　１－２ 4 警告：背番号24　反スポ（9/22）

13 下赤塚ＦＣ ●　０－３ ●　０－１ ●　０－１ ○　５－０ ※ ○　７－０ ○　２－０ ○　３－０ 12 10/24/2015 警告：背番号58　危険なプレイ（5/23）

14 志村東ジュニア ●　１－５ ●　０－６ ●　１－７ ●　０－５ ●　０－７ ※ ●　０－５ ●　０－12 0 10/10/2015

15 北野ＦＣ ●　１－６ ●　１－４ ○　３－１ ○　１－０ ●　０－２ ○　５－０ ※ 11/14/2015 9 11/14/2015

16 プログレットＦＣ ●　２－９ ●　１－３ ○　３－１ ○　２－１ ●　０－３ ○　12－０ 11/14/2015 ※ 9 5/9/2015

Ｃブロック 桜川ＳＣ
アズサジュ

ニア
ペガサスＦ

Ｃ
向原シャー

クス
リオＦＣ板

橋
高島平ＳＣ

ビートルイ
レブン

リトルインデ
ィアンズ

勝点 順位 責任日 警告・退場の記録

17 桜川ＳＣ ※ ○　６－０ ○　３－０ ○　１－０ ●　１－３ △　０－０ ●　０－１ ○　９－０ 13 3 8/22/2015

18 アズサジュニア ●　０－６ ※ ●　１－２ ●　２－６ ●　０－３ ●　１－11 ●　０－11 ○　１－０ 3 7 5/23/2015

19 ペガサスＦＣ ●　０－３ ○　２－１ ※ ●　０－６ ●　０－４ ●　０－４ ●　０－８ △　１－１ 4 6 10/10/2015

20 向原シャークス ●　０－１ ○６－２ ○　６－０ ※ △　３－３ ●　１－８ ●　０－７ ○　２－０ 7 5 5/9/2015

21 リオＦＣ板橋 ○　３－１ ○　３－０ ○　４－０ △　３－３ ※ ●　３－６ ●　０－２ ○　６－０ 13 4 9/23/2015

22 高島平ＳＣ △　０－０ ○　11－１ ○４－０ ○　８－１ ○　６－３ ※ ○　４－０ ○　６－１ 19 ① 11/7/2015

23 ビートルイレブン ○　１－０ ○　11－０ ○　８－０ ○　７－０ ○　２－０ ●　０－４ ※ ○　９－０ 18 ② 10/17/2015

24 リトルインディアンズ ●　０－９ ●　０－１ △　１－１ ●　０－２ ●　０－６ ●　１－６ ●　０－９ ※ 1 8 5/16/2015

＜決勝ラウンド＞　（仮日程：１１月２８日）

決勝 Ａ Ｂ Ｃ 勝点 順位

Ａ ※

Ｂ ※

Ｃ ※
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