
第４５回　草加市少年少女サツカー大会(市長杯) 2015.1.20更新

Ａグループ 高砂 ひまわり 稲荷 両新田 勝 負 分 勝点 順位
1 高砂イレブンＦＣ ＊
2 ＦＣひまわり ＊
3 稲荷ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ＊
4 両新田ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ＊

Ｂグループ 松原 ＳＫ セリエタ 勝 負 分 勝点 順位
1 松原ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ＊
2 ＳＫキッカーズ ＊
3 ＦＣセリエタ ＊

Ｃグループ 草加東 西町 新田 勝 負 分 勝点 順位
1 草加東サツカーＳＳＳ ＊
2 西町ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ＊
3 新田ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ＊

Ｄグループ 瀬崎 清門 住吉 勝 負 分 勝点 順位
1 瀬崎サツカーＳＳＳ ＊
2 清門ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ＊
3 草加住吉ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ ＊

Ｅグループ 長栄 花栗 草加Ｊｒ 勝 負 分 勝点 順位
1 長栄ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ＊
2 花栗ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ＊
3 草加ＪｒＦＣﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ ＊

Ｆグループ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ＡＳＵＭＡ 草加FC 勝 負 分 勝点 順位
1 ＦＣジェンシャン草加 ＊
2 ＡＦＣ ＡＳＵＭＡ ＊
3 草加ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞα ＊

試合時間 １月２４日（土曜日） 会場ー瀬崎グランド 　　 審判
Ａピッチ 第１試合 　９：００～Ａﾌﾞﾛｯｸ 　高砂イレブン VS 　ＦＣひまわり 清門 住吉

第２試合 １０：００～Ｄﾌﾞﾛｯｸ 　瀬崎サツカー VS 　清門ＦＣ 高砂 ひまわり

第３試合 １１：００～Ａﾌﾞﾛｯｸ 　高砂イレブン VS 　稲荷ＦＣ 瀬崎 清門

第４試合 １２：００～Ｄﾌﾞﾛｯｸ 　瀬崎サツカー VS 　住吉サッカー 高砂 稲荷

第５試合 １３：００～Ａﾌﾞﾛｯｸ 　ＦＣひまわり VS 　両新田ＦＣ 瀬崎 住吉

第６試合 １４：００～Ｄﾌﾞﾛｯｸ 　清門ＦＣ VS 　住吉サッカー ひまわり 両新田

　　 審判
Ｂピッチ 第１試合 　９：００～Ｂﾌﾞﾛｯｸ 　松原ＦＣ VS 　ＳＫキッカーズ 花栗 Ｊｒ

第２試合 １０：００～Ｅﾌﾞﾛｯｸ 　長栄ＦＣ VS 　花栗ＦＣ 松原 ＳＫ

第３試合 １１：００～Ｂﾌﾞﾛｯｸ 　松原ＦＣ VS 　ＦＣセリエタ 長栄 花栗

第４試合 １２：００～Ｅﾌﾞﾛｯｸ 　長栄ＦＣ VS 　草加Ｊｒﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ 松原 ｾﾘｴﾀ

第５試合 １３：００～Ｂﾌﾞﾛｯｸ 　ＳＫキッカーズ VS 　ＦＣセリエタ 長栄 Ｊｒ

第６試合 １４：００～Ｅﾌﾞﾛｯｸ 　ＦＣセリエタ VS 　草加Ｊｒﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ ＳＫ ｾﾘｴﾀ

　　 審判
Ｃピッチ 第１試合 　９：３０～Ａﾌﾞﾛｯｸ 　稲荷ＦＣ VS 　両新田ＦＣ 西町 新田

第２試合 １０：２０～Ｃﾌﾞﾛｯｸ 　草加東サツカー VS 　西町ＦＣ 両新田 新田

第３試合 １１：４０～Ｃﾌﾞﾛｯｸ 　草加東サツカー VS 　新田ＦＣ 協会 西町

第４試合 １３：００～Ｃﾌﾞﾛｯｸ 　西町ＦＣ VS 　新田ＦＣ 稲荷 草加東

試合時間 １月２５日（日曜日） 会場ー瀬崎グランド 　　 審判
Ａピッチ 第１試合 １２：００～Ａﾌﾞﾛｯｸ 　ＦＣひまわり VS 　稲荷ＦＣ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ α

第２試合 １２：５０～Ｆﾌﾞﾛｯｸ 　草加ＦＣα VS 　ＡＳＵＭＡ ひまわり 稲荷

第３試合 １３：４０～Ａﾌﾞﾛｯｸ 　高砂イレブン VS 　両新田ＦＣ α Asuma

第４試合 １４：３０～Ｆﾌﾞﾛｯｸ 　ジェンシャン VS 　ＡＳＵＭＡ 高砂 両新田

第５試合 １５：２０～Ｆﾌﾞﾛｯｸ 　ジェンシャン VS 　草加ＦＣα 協会 Asuma



試合時間 １月２５日（日曜日） 会場ー瀬崎グランド

プログレッソリーグ
　　 審判

フルピッチ 第１試合 　９：００～ 　松原ＦＣ VS 　草加東サツカー 高砂 ひまわり

第２試合 　９：５０～ 　高砂イレブン VS 　ＦＣひまわり 松原 東

第３試合 １０：４０～ 　松原ＦＣ VS 　ＡＳＵＭＡ 高砂 ひまわり

第４試合 １１：３０～ 　高砂イレブン ＯＰ 　草加東サツカー 松原 Asuma

第５試合 １２：２０～ 　新田ＦＣ VS 　両新田ＦＣ 高砂 東

第６試合 １３：１０～ 　ジェンシャン VS 　草加東サツカー 新田 両新田

第７試合 １４：３０～ 　新田ＦＣ VS 　草加ＦＣα 協会 東

試合時間 １月２５日（日曜日） 会場ー瀬崎グランド

第４５回　草加市少年少女サツカー大会(市長杯)
　　 審判

Ａピッチ 第１試合 １２：００～Ａﾌﾞﾛｯｸ 　ＦＣひまわり VS 　稲荷ＦＣ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ α

第２試合 １２：５０～Ｆﾌﾞﾛｯｸ 　草加ＦＣα VS 　ＡＳＵＭＡ ひまわり 稲荷

第３試合 １３：４０～Ａﾌﾞﾛｯｸ 　高砂イレブン VS 　両新田ＦＣ α Asuma

第４試合 １４：３０～Ｆﾌﾞﾛｯｸ 　ジェンシャン VS 　ＡＳＵＭＡ 高砂 両新田

第５試合 １５：２０～Ｆﾌﾞﾛｯｸ 　ジェンシャン VS 　草加ＦＣα 協会 Asuma


