
　　第７回　２０１５～２０１６　エイトリーグ　（Ｕ‐８）　８人制サッカー
２０１５．１２．２０更新

 　　 試　合　結　果

１２月　２０日（日） そうか公園 第１１節 　６月２１日（日） そうか公園 第４節
第１試合 　９：００～ 草加東 １ー０ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 第１試合 　９：００～ ひまわり ４ー１ ASUMA
第２試合 　９：４０～ 花栗ＦＣ ３ー１ ASUMA 第３試合 １０：２０～ ASUMA １ー０ 住吉ＳＣ
第３試合 １０：２０～ 草加東 １０ー０ 清門ＦＣ 第４試合 １１：００～ ひまわり ３ー２ 両新田ＦＣ
第４試合 １１：００～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ３ー０ ASUMA 第５試合 １１：４０～ ひまわり ２ー０ 瀬崎ｻｯｶｰ
第５試合 １１：４０～ 花栗ＦＣ ２０ー０ 清門ＦＣ 第６試合 １２：２０～ 住吉ＳＣ ０ー０ 松原ＦＣ
第６試合 １２：２０～ ASUMA １ー０ 住吉ＳＣ 第７試合 １３：００～ 両新田ＦＣ ６ー３ 松原ＦＣ
第７試合 １３：００～ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ １５ー１ 清門ＦＣ 第８試合１３：４０～ 住吉ＳＣ ３ー０ 瀬崎ｻｯｶｰ
第８試合 １３：４０～ 花栗ＦＣ ５ー０ 住吉ＳＣ
第９試合 １４：００～ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ １０ー１ ASUMA 　６月１４日（日） そうか公園 第３節

第１試合 　９：００～ 草加東 ５ー０ 松原ＦＣ
１２月　１３日（日） そうか公園 第１０節 第２試合 　９：４０～ みのべFC ７ー２ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ
第１試合 　９：００～ 瀬崎ｻｯｶｰ ３ー１ 花栗ＦＣ 第３試合 １０：２０～ 花栗ＦＣ ２ー０ 松原ＦＣ
第２試合 　９：４０～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ２ー０ 草加東 第４試合 １１：００～ みのべFC ３ー１ 草加東
第３試合 １０：２０～ 瀬崎ｻｯｶｰ ２ー０ 松原ＦＣ 第５試合 １１：４０～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ３ー２ 瀬崎ｻｯｶｰ
第４試合 １１：００～ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ ５ー０ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 第６試合 １２：２０～ 両新田ＦＣ ２ー１ 花栗ＦＣ
第５試合 １１：４０～ 草加東 雨天中止 花栗ＦＣ 第７試合 １３：００～ ひまわり ４ー０ 瀬崎ｻｯｶｰ
第６試合 １２：２０～ ひまわり 〃 松原ＦＣ 第８試合 １３：４０～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ４ー１ 花栗ＦＣ
第７試合 １３：００～ 両新田ＦＣ 〃 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ 第９試合 １４：２０～ ひまわり ３ー０ 両新田ＦＣ

　１１月８日（日） そうか公園 第９節 ５月　３１日（日） そうか公園 第２節
第１試合 　９：００～ みのべFC ６-０ 瀬崎ｻｯｶｰ 第１試合 　９：００～ みのべFC １１ー０ ASUMA
第２試合 　９：４０～ 雨中止 第２試合 　９：４０～ 瀬崎ｻｯｶｰ １ー１ 住吉ＳＣ

第３試合 １０：２０～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ６ー０ ASUMA
　１０月１１日（日） そうか公園 雨中止 第８節 第４試合 １１：００～ みのべFC ８ー０ 瀬崎ｻｯｶｰ
　９月２０日（日） そうか公園 第７節 第５試合 １１：４０～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ １ー０ 住吉ＳＣ
第１試合 　９：００～ みのべFC ６ー３ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ 第６試合 １２：２０～ ひまわり ３ー１ 花栗ＦＣ
第２試合 　９：４０～ 草加東 １ー０ 住吉ＳＣ 第７試合 １３：００～ 清門ＦＣ ５ー２ 両新田ＦＣ
第３試合 １０：２０～ 両新田ＦＣ ２ー０ 松原ＦＣ 第８試合 １３：４０～ ひまわり ７ー４ 両新田ＦＣ
第４試合 １１：００～ みのべFC ３ー１ 住吉ＳＣ 第９試合 １４：２０～ 清門ＦＣ ５ー５ 花栗ＦＣ
第５試合 １１：４０～ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ ６ー１ 草加東
第６試合 １２：２０～ 両新田ＦＣ ４ー２ ASUMA ５月　１０日（日） そうか公園 第１節
第７試合 １３：００～ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ ２ー０ 松原ＦＣ 第１試合 　９：００～ みのべFC ７ー１ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ
第８試合 １３：４０～ ASUMA ２ー０ 松原ＦＣ 第２試合 　９：４０～ 花栗ＦＣ ７ー０ 住吉ＳＣ

第３試合 １０：２０～ みのべFC ４ー０ ひまわり
　８月９日（日） そうか公園 第６節 第４試合 １１：００～ 花栗ＦＣ ３ー１ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ
第１試合 　９：３０～ 花栗ＦＣ ２ー１ 草加東 第５試合 １１：４０～ 住吉ＳＣ １ー０ ひまわり
第２試合 １０：２０～ みのべFC ５ー１ 両新田ＦＣ 第６試合 １２：２０～ 草加東 ３ー１ 清門ＦＣ
第３試合 １１：２０～ ひまわり １ー１ 両新田ＦＣ 第７試合 １３：００～ 両新田ＦＣ ３ー２ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ
第４試合 １２：００～ 草加東 ２ー２ みのべFC 第８試合 １４：００～ 清門ＦＣ ２ー２ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ
第５試合 １２：４０～ 花栗ＦＣ ４ー０ 両新田ＦＣ 第９試合 １４：４０～ 草加東 ５ー１ 両新田ＦＣ
第６試合 １３：２０～ ひまわり ０ー０ みのべFC
第７試合 １４：２０～ 花栗ＦＣ ４ー０ ひまわり
　７月１９日（日） そうか公園 第５節
第１試合 　９：００～ みのべFC ５ー１ 両新田ＦＣ
第２試合 　９：４０～ 草加東 １ー０ ひまわり
第３試合 １０：２０～ みのべFC ４ー１ 松原ＦＣ
第４試合 １１：００～ 両新田ＦＣ １ー０ 草加東
第５試合 １１：４０～ ひまわり ３ー０ 松原ＦＣ
第６試合 １２：２０～ みのべFC １６ー０ 松原ＦＣ
第７試合 １３：００～ 草加東 ３ー２ ひまわり


