
 11/15(土）そうか公園集中開催案

【Bコート】 【Aコート】 【Ｃコート(原石・ミニゴール)】 【Ｄコート(エイトリーグ・組立ゴール)】
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審判

8:50 稲荷 長栄 草加FCα 8:50 ひまわり 草加東 新田 9:00 住吉 瀬崎 草加東 9:00 清門 みのべ 新田・稲荷

9:35 ひまわり4 9:35 ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 9:35 花栗 9:35 ひまわり

9:45 ひまわり6 高砂6 稲荷 9:45 新田 ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ひまわり 9:45 草加東 花栗 住吉 9:45 新田・稲荷 ひまわり 清門

10:30 長栄 10:30 草加東 10:20 瀬崎 10:20 みのべ

10:40 草加FCα 瀬崎 ひまわり6 10:40 高砂4 ひまわり4 両新田Ｂ 10:30 住吉 清門 草加東 10:30 瀬崎 みのべ 遊馬

11:25 高砂6 11:25 清門Ａ 11:05 新田・稲荷 11:05 両新田

11:35 稲荷 ひまわり6 瀬崎 11:35 A-1勝 A-2勝 A-1負 11:15 草加東 新田・稲荷 住吉 11:15 遊馬 両新田 瀬崎

12:20 高砂6 12:20 A-2負 11:50 清門 11:50 ひまわり

12:30 長栄 高砂6 稲荷 12:30 草加FCα 清門Ａ 両新田Ｂ 12:00 住吉 みのべ 瀬崎 12:00 花栗 ひまわり 両新田

13:15 ひまわり6 13:15 高砂4 12:35 清門 12:35 高砂

13:35 瀬崎 清門Ａ 長栄 13:25 高砂4 両新田Ｂ 草加FCα 12:45 遊馬 高砂 草加東 12:45 瀬崎 清門 花栗

14:20 高砂6 14:10 ひまわり4 13:20 ひまわり 13:20 みのべ

14:40 ひまわり4 両新田Ｂ 清門A 14:30 稲荷 高砂6 ひまわり6 13:40 両新田 高砂 新田・稲荷 13:30 草加東 ひまわり 遊馬

15:25 長栄 15:15 瀬崎 14:15 花栗 14:05 住吉

15:35 - 15:25 長栄 ひまわり6 稲荷 14:20 花栗 新田・稲荷 高砂

16:20 16:10 高砂4 14:55 みのべ

16:30 16:20 -

17:15 17:05

試合数審判数 試合数 審判数 新人戦 試合数審判数 試合数 審判数 試合数審判数 試合数 審判数 試合数審判数 試合数 審判数

稲荷 3 3 ひまわり 住吉 3 3 遊馬 2 2
長栄 3 3 草加東 瀬崎 3 3 両新田 2 2
ひまわり6 3 3 新田 清門 3 3 高砂 2 2
高砂6 3 3 ｼﾞｪﾝｼｬﾝ みのべ 3 3
草加FCα 2 2 草加東 3 3
瀬崎 2 2 花栗 3 3
清門Ａ 2 2 新田・稲荷 3 3
両新田Ｂ 2 2 ひまわり 3 3
ひまわり4 2 2
高砂4 2 2

◎ 各チームの審判は試合開始前１０分前に集合し 各チームの審判は試合開始前１０分前に集合し
複数チームをエントリーしているチームが自チームの審判とならないように調整していますが、他のグランドの進行状況によって試合前の打ち合わせを行ってください。 試合前の打ち合わせを行ってください。
割り当てた審判ができない場合があります。その場合は、本部で協議のうえ、審判の調整を行ってください。 ◎ 各チーム審判は２名ずつ選出し４名で主審１名副審２名 各チーム審判は２名ずつ選出し４名で主審１名副審２名

４審１名を決めてください。 ４審１名を決めてください。
基本的には自チームの試合数と同じ審判の割り当てを行っています。 ☆ Ｆクラスについては主審１名、4審1名割り当てています Ｆクラスについては主審１名、4審1名割り当てています
当日は大人コートに２面、原石コート、８リーグコート４面を作成するので試合をするコートを作成してください。 ◎ グランド作りについて グランド作りについて
ラインカーと１００ｍメジャーあるチームは、持ってきてください。 朝7:00本部（陸上走り幅跳び上）前に集合・各チーム２名以上の朝7:00本部（陸上走り幅跳び上）前に集合・各チーム２名以上の
試合数が多いので開始時間を早めていますので注意してください。 ご協力をお願い致します。 ご協力をお願い致します。

Ｆクラスのみグランド作り7:30集合です。 Ｆクラスのみグランド作り7:30集合です。
◎ 基本的には小雨決行です。 基本的には小雨決行です。

第1試合 Ａ－Ａ - 第1試合 - 第1試合 E-A -新人戦 - 第1試合 E-A

E-B -新人戦 - 第2試合 E-B

第3試合 Ａ－Ｄ - 第3試合

- 第2試合第2試合 Ａ－Ａ - 第2試合

- 第3試合 E-A -Ｃ－Ｂ - 第3試合 E-A

E-C -新人戦 - 第4試合 E-B

第5試合 Ａ－Ａ - 第5試合

第4試合第4試合 Ａ－Ａ - 第4試合

- 第5試合 E-B -Ａ－Ｄ - 第5試合 E-A

E-A -Ｃ－Ｂ - 第6試合 E-C

第7試合 Ｃ－Ｂ - 第7試合

- 第6試合第6試合 Ａ－Ｄ - 第6試合

- 第7試合 E-B -Ａ－Ａ - 第7試合 E-C

- 第8試合 第8試合第8試合 第8試合 Ａ－Ａ E-B -

第9試合 - 第9試合 -


