
　　第８回　２０１６～２０１７　エイトリーグ　（Ｕ－８）　８人制サッカー
２０１７．１．１５更新

第４７回目案内 大　会　日　程　表 １５分ハーフ（１５ー５ー１５）

　１月　１５日（日） 瀬崎グラウンド　Ｂ 第２０節 未消化
第１試合 １３：0０～ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ ３ー０ 草加Jr みのべ ひ・ｴﾙｿﾙ 1/22.    1/29. 瀬崎Ｓ ASUMA
第２試合 １３：４０～ 住吉ＳＣ 5‐OP‐0 草加Jr みのべ 高砂１１ 1/22.   瀬崎Ｓ 清門ＦＣ
第３試合 １５：４０～ 住吉ＳＣ ７ー０ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ みのべ 瀬崎Ｓ 1/29     2/18.瀬崎Ｓ 草加Jr

みのべ ASUMA 1/22. 瀬崎Ｓ 草加Jr
みのべ 清門ＦＣ 遊馬 みのべ
みのべ 松原ＦＣ 1/29. 遊馬 みのべ
みのべ 松原ＦＣ 遊馬 草加東

１月 ２２日（日） そうか公園 ｴｲﾄﾋﾟｯﾁ 第２１節 みのべ 草加Jr 1/29. 遊馬 花栗ＦＣ
第１試合 　９：００～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ＶＳ 花栗ＦＣ 花栗ＦＣ ひ・ｴﾙｿﾙ 2/19. 遊馬 花栗ＦＣ
第２試合 　９：５０～ ひ・ﾌﾛｰﾙ ＶＳ ASUMA 花栗ＦＣ 高砂１１ 遊馬 ひ・ｴﾙｿﾙ
第３試合 １０：４０～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ＶＳ みのべFC 花栗ＦＣ 瀬崎Ｓ 2/19. 遊馬 ひ・ﾌﾛｰﾙ
第４試合 １１：３０～ ひ・ｴﾙｿﾙ ＶＳ 花栗ＦＣ 花栗ＦＣ 草加Jr 遊馬 高砂１１
第５試合 １２：１０～ ASUMA ＶＳ みのべFC ひ・ｴﾙｿﾙ高砂１１ 遊馬 瀬崎Ｓ
第６試合 １２：５０～ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ ＶＳ 花栗ＦＣ ひ・ｴﾙｿﾙ清門ＦＣ 遊馬 瀬崎Ｓ
第７試合 １３：５０～ ひ・ｴﾙｿﾙ ＶＳ みのべFC ひ・ｴﾙｿﾙ清門ＦＣ 2/19.   . 遊馬 住吉ＳＣ
第８試合 １４：５０～ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ ＶＳ ASUMA ひ・ﾌﾛｰﾙ ASUMA 1/22.

ＯＦＦ 瀬崎ｻｯｶｰ 清門ＦＣ 松原ＦＣ ひ・ﾌﾛｰﾙ 清門ＦＣ 2/19.    1/22. 遊馬 ASUMA
住吉ＳＣ 清門ＦＣ     1/29. 遊馬 ASUMA

１／２８日市長杯・サッカーチームの部予選-予備日 清門ＦＣ 草加Jr 遊馬 清門ＦＣ
１月 ２９日（日） そうか公園 ｴｲﾄﾋﾟｯﾁ 第２２節 松原ＦＣ 草加Jr 1/29. 遊馬 清門ＦＣ
第１試合 　９：００～ みのべFC ＶＳ 草加Jr 高砂１１ 住吉ＳＣ 1/29. 遊馬 松原ＦＣ
第２試合 　９：５０～ 高砂１１ ＶＳ 草加Jr 高砂１１ 清門ＦＣ 遊馬 松原ＦＣ
第３試合 １０：４０～ みのべFC ＶＳ 瀬崎ｻｯｶｰ 高砂１１ 草加Jr 1/29.
第４試合 １１：３０～ 松原ＦＣ ＶＳ 草加Jr 高砂１１ 草加Jr
第５試合 １２：１０～ ASUMA ＶＳ 瀬崎ｻｯｶｰ
第６試合 １２：５０～ みのべFC ＶＳ 松原ＦＣ
第７試合 １３：５０～ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ ＶＳ 松原ＦＣ
第８試合 １４：５０～ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ ＶＳ ASUMA

ＯＦＦ 清門ＦＣ

２／１２日の市長杯予備日 エイトリーグ・最終節

　２月　１８日（土） 瀬崎グラウンド 第２３節 ３月 ５日（日） そうか公園 ｴｲﾄﾋﾟｯﾁ 第２５節
第１試合 11：50～ 瀬崎ｻｯｶｰ VS 草加Jr 第１試合 　９：００～ ＶＳ 清門ＦＣ
第２試合 12：50～ VS 第２試合 　９：５０～ ＶＳ 瀬崎ｻｯｶｰ
第３試合 13：50～ VS 瀬崎ｻｯｶｰ 第３試合 １０：４０～ ＶＳ 清門ＦＣ
第４試合 14：50～ VS 第４試合 １１：３０～ ＶＳ 瀬崎ｻｯｶｰ
第５試合 15：50～ VS 第５試合 １２：１０～ ＶＳ

ＯＦＦ 清門ＦＣ ASUMA 第６試合 １２：５０～ ＶＳ
第７試合 １３：５０～ ＶＳ

市長杯・サッカーチームの部決勝-予備日 ＯＦＦ

２月 １９日（日） そうか公園 ｴｲﾄﾋﾟｯﾁ 第２４節
第１試合 　９：００～ ひ・ｴﾙｿﾙ ＶＳ 花栗ＦＣ
第２試合 　９：５０～ ひ・ｴﾙｿﾙ ＶＳ 清門ＦＣ
第３試合 １０：４０～ 花栗ＦＣ ＶＳ 瀬崎ｻｯｶｰ
第４試合 １１：３０～ ひ・ｴﾙｿﾙ ＶＳ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ
第５試合 １２：１０～ ひ・ﾌﾛｰﾙ ＶＳ 清門ＦＣ 確認済み
第６試合 １２：５０～ 草加Jr ＶＳ 瀬崎ｻｯｶｰ 　　問い合わせ先 草加市サッカー協会
第７試合 １３：５０～ 草加Jr ＶＳ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 　　 副会長　松 沢 輝 雄　０９０－２５４１ー３４８１

ＯＦＦ ASUMA ＰＣ・Ｅメール matsuzawa.t＠jcom.zaq..ne.jp
携帯アドレス matsuzawa.t-@docomo.ne.jp

キャンセル
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