
２０１６　４種　プログレッソリーグ　２０ー５ー２０

　２０１６　草加、シニアリーグ
日付 節 場所 開始時間 主審 副審 副審 管理 準備 片付け

１１ー０ みのべＦＣ ﾌﾟﾛｸﾞﾚ 草加ＦＣアルファー 協会 協会 協会 協会

２ー０ 侍Getyou ｼﾆｱ FCグルーヴィ 蹴たろう 蹴たろう FCレッド FCレッド 二コル

4/10 瀬崎 ６ー１ ＦＣＶプロメイサ ｖｓ 吉川ＳＣ 二コル 二コル FCレッド FCレッド

３ー２ 蹴たろう ｼﾆｱ FCレッドスコアーズ 侍Get 侍Get グルーヴィ グルーヴィ

２ー０ ニコルソン ｖｓ FCレッドスコアーズ ＦＣＶ ＦＣＶ 吉川ＳＣ 吉川ＳＣ

1ー４ ホワイトシャーク ｖｓ やんぺっちぇ三郷 ＫＮＣ ＫＮＣ Ｆ３０ Ｆ３０ ﾎﾜｲﾄｼｬｰｸ ＫＮＣ

１ー５ ＫＮＣ ｖｓ Ｆ３０ ホワイト ホワイト やんぺ やんぺ やんぺっちぇ Ｆ３０

１ー２ ＦＣＶプロメイサ ｖｓ やんぺっちぇ三郷 ホワイト ホワイト FCレッド FCレッド ホワイト

１ー１９ 吉川SC ｖｓ ニコルソン FCV FCV やんぺ やんぺ

１ー２ ホワイトシャーク ｖｓ FCレッドスコアーズ 吉川ＳＣ 吉川ＳＣ 二コル 二コル ＦＣレッド

中止 新田ＦＣ ﾌﾟﾛｸﾞﾚ 住吉サッカー 協会 協会 協会 協会

０ー３ FCグルーヴィ ｼﾆｱ クアレンタ 侍Get 侍Get 蹴たろう 蹴たろう

５ー２ ＫＮＣ ｖｓ ホワイトシャーク ＦＣレッド ＦＣレッド やんぺ やんぺ 協会

３ー２ 侍Getyou ｼﾆｱ 蹴たろう グルーヴィ グルーヴィ クアレンタ クアレンタ

３ー３ FCレッドスコアーズ ｖｓ やんぺっちぇ三郷 ＫＮＣ ＫＮＣ ホワイト ホワイト

２ー２ Ｆ３０ ｖｓ 吉川ＳＣ ＦＣＶ ＦＣＶ 二コル 二コル ＦＣＶ

０ー１ ＦＣＶプロメイサ ｖｓ ニコルソン Ｆ３０ Ｆ３０ 吉川ＳＣ 吉川ＳＣ 二コル

中止 高砂イレブン ﾌﾟﾛｸﾞﾚ 新田ＦＣ 協会 協会 協会 協会

０ー５ クアレンタ ｼﾆｱ 侍Getyou FCレッド FCレッド グルーヴィ グルーヴィ 吉川ＳＣ

5/8 ④ 瀬崎 ３ー１ ＫＮＣ ｖｓ やんぺっちぇ三郷 吉川ＳＣ 吉川ＳＣ FCレッド FCレッド 協会

０ー２ FCレッドスコアーズ ｼﾆｱ FCグルーヴィ クアレンタ クアレンタ 侍Get 侍Get FCレッド

０ー２ 吉川ＳＣ ｖｓ FC レッドスコアーズ ＫＮＣ ＫＮＣ やんぺ やんぺ

３ー１ ホワイトシャーク ｖｓ ニコルソン Ｆ３０ Ｆ３０ ＦＣＶ ＦＣＶ

３ー２ Ｆ３０ ｖｓ ＦＣＶプロメイサ ホワイト ホワイト 二コル 二コル

３ー０ ジェンシャン ﾌﾟﾛｸﾞﾚ ＡＦＣ　ＡＳＵＭＡ 協　会 協　会 協　会 協　会

４ー１ ＫＮＣ ｖｓ 吉川ＳＣ ＦＣレッド ＦＣレッド ＦＣＶ ＦＣＶ FCレッド

４ー１ やんぺっちぇ三郷 ｖｓ Ｆ３０ ＫＮＣ ＫＮＣ 吉川ＳＣ 吉川ＳＣ FCV

０ー２ FCレッドスコアーズ ｖｓ FCVプロメイサ やんぺ やんぺ Ｆ３０ Ｆ３０
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２０１６　４種　プログレッソリーグ　２０ー５ー２０

　２０１６　草加、シニアリーグ
日付 節 場所 開始時間 主審 副審 副審 管理 準備 片付け

6ー１ 吉川SC ｖｓ ホワイトシャーク Ｆ３０ Ｆ３０ ＦＣレッド ＦＣレッド Ｆ３０

２ー１ ニコルソン ｖｓ KNC 吉川ＳＣ 吉川ＳＣ ホワイト ホワイト

２ー１ Ｆ３０ ｖｓ FCレッドスコアーズ 二コル 二コル ＫＮＣ ＫＮＣ FCレッド

8:50 協　会 協　会 協　会 協　会

10:00 クアレンタ ｖｓ 蹴たろう 協　会 協　会 協　会 協　会 KNC

３ー０ ＦＣＶプロメイサ ｖｓ ホワイトシャーク ＫＮＣ ＫＮＣ レッド レッド FCレッド

１ー０ ＫＮＣ ｖｓ FCレッドスコアーズ プロメイサ プロメイサ ホワイト ホワイト

５ー０ FCVプロメイサ ｖｓ 吉川ＳＣ ホワイト ホワイト F30 F30 プロメイサ ホワイト

３ー４ ニコルソン ｖｓ やんぺっちぇ三郷 ＦＣＶ ＦＣＶ 吉川ＳＣ 吉川ＳＣ 吉川ＳＣ

２ー３ ホワイトシャーク ｖｓ Ｆ３０ 二コル 二コル やんぺ やんぺ Ｆ３０

8:50 協　会 協　会 協　会 協　会

6/26を 中止 クアレンタ ｼﾆｱ FCレッドスコアーズ 協　会 協　会 協　会 協　会

変更 ３ー１ ニコルソン ｖｓ Ｆ３０ プロメイサ プロメイサ KNC KNC

7/24 ８ー１ やんぺっちぇ三郷 ｖｓ 吉川ＳＣ 二コル 二コル F30 F30

３ー７ FCVプロメイサ ｖｓ KNC やんぺ やんぺ 吉川SC 吉川SC

３ー０ みのべＦＣ ﾌﾟﾛｸﾞﾚ 新田ＦＣ 協　会 協　会 協　会 協　会

２ー０ 侍Getyou ｼﾆｱ FCレッドスコアーズ グルーヴィ グルーヴィ 蹴たろう 蹴たろう

２ー０ やんぺっちぇ三郷（１位） ｖｓ Ｆ３０（４位） 協会 二コル ＫＮＣ ＫＮＣ

１ー０ FCグルーヴィ ｼﾆｱ 蹴たろう 侍Get 侍Get FCレッド FCレッド

０ー２ ニコルソン（２位） ｖｓ ＫＮＣ（３位） 協会 やんぺ Ｆ３０ Ｆ３０

10:00 FCVプロメイサ（５位） ｖｓ ホワイトシャーク（８位） やんぺ やんぺ KNC KNC やんぺ

12:15 Ｆ３０（４位） ｖｓ ニコルソン（２位） ＦＣＶ ＦＣＶ ホワイト ホワイト

14:30 やんぺっちぇ三郷（１位） ｖｓ ＫＮＣ（３位） 協会 F30 二コル 二コル KNC

10:00 FCレッドスコアーズ（６位） ｖｓ 吉川ＳＣ（７位） 協　会

12:15 Ｆ３０（４位） ｖｓ ニコルソン（２位）

14:30 やんぺっちぇ三郷（１位） ｖｓ ＫＮＣ（３位）
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9/25 ⑫ 瀬崎 協会
９/１１日予定３決・決勝戦・の予備日

FCV、ホワイト9/11 ⑪ 吉川


