
  第 １０ 回 ２０１６～２０１７     原　石 リ ー グ　（Ｕ－１０）
２０１７．１．３０更新

第５５回目案内 大　会　日　程　表 

１／２８日の市長杯予備日

　１月　２９日（土） そうか公園 第３９節 住ﾚｲﾝﾎﾞｰｽ草゙加東② ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 花栗ＦＣ②
第１試合 　9：00～ 花栗ＦＣ ３ー２ ASUMA 住ﾚｲﾝﾎﾞｰｽ.゙ｴﾙｿﾙ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ひ.ﾌﾛ-ﾙ
第２試合 　9：50～ 草加Ｊｒ ７ー１ ASUMA 住ﾚｲﾝﾎﾞｰｽ草゙加Ｊｒ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ひ.ｴﾙｿﾙ
第３試合 10：40～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ５ー１ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 遊馬
第４試合 11：30～ 長栄ＦＣ ０ー０ 花栗ＦＣ 住ｺﾞ‐ﾙﾃﾞﾝｽｼ゙ﾞｪﾝｼｬﾝ
第５試合 12：20～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ５ー０ 草加Ｊｒ 住ｺﾞ‐ﾙﾃﾞﾝｽ草゙加東 ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 草加Ｊｒ
第６試合 13：10～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ４ー１ 長栄ＦＣ 住ｺﾞ‐ﾙﾃﾞﾝｽ花゙栗 ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ASUMA
第７試合 14：00～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ７ー２ 草加Ｊｒ 住ｺﾞ‐ﾙﾃﾞﾝｽﾞ.ﾌﾛ-ﾙ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 新田ＦＣ

住ｺﾞ‐ﾙﾃﾞﾝｽﾞ.ｴﾙｿﾙ
市長杯決勝トーナメント 住ｺﾞ‐ﾙﾃﾞﾝｽ草゙加Ｊｒ 草加東 ひ.ﾌﾛ-ﾙ

　２月　１１日（土） そうか公園 第４０節 住ｺﾞ‐ﾙﾃﾞﾝｽ清゙門ＦＣ 草加東 遊馬
第１試合 　9：00～ みのべFC VS 草加東 草加東 高砂１１
第２試合 　9：50～ 住ｺﾞ‐ﾙﾃﾞﾝｽﾞ VS ｼﾞｪﾝｼｬﾝ みのべ② ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 草加東 草加Ｊｒ
第３試合 10：40～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ VS ひまわりｴﾙｿﾙ みのべ 草加東 草加東 ASUMA
第４試合 11：30～ 住ｺﾞ‐ﾙﾃﾞﾝｽﾞ VS 草加東 みのべ 花栗 ② 草加東 清門ＦＣ
第５試合 12：20～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ VS ひまわりﾌﾛ-ﾙ みのべ 高砂１１
第６試合 13：10～ 住ﾚｲﾝﾎﾞｰｽﾞ VS ひまわりｴﾙｿﾙ みのべ② ASUMA フロール ASUMA②
第７試合 14：00～ 住ﾚｲﾝﾎﾞｰｽﾞ VS 草加東 みのべ 清門ＦＣ フロール 長栄ＦＣ
第８試合 14：50～ 住ｺﾞ‐ﾙﾃﾞﾝｽﾞ VS ひまわりﾌﾛ-ﾙ みのべ 草加α

ＯＦＦ エルソル 草加Ｊｒ
遊馬② 高砂１１ エルソル ASUMA
遊馬② 草加Ｊｒ エルソル 長栄ＦＣ

２／１２日の市長杯予備日 遊馬 清門ＦＣ エルソル 花栗 ②
　２月　１８日（土） 瀬崎グラウンド 第４０節 遊馬 草加α
第１試合 11：50～ 草加東 VS 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ASUMA 清門ＦＣ②
第２試合 12：50～ みのべ VS ASUMA ASUMA 新田ＦＣ②
第３試合 13：50～ 草加東 VS ASUMA 草加Ｊｒ 清門ＦＣ ASUMA 花栗 
第４試合 14：50～ みのべ VS 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 草加Ｊｒ 新田ＦＣ ASUMA 長栄ＦＣ
第５試合 15：50～ みのべ VS ASUMA 草加Ｊｒ 高砂 

ＯＦＦ 清門ＦＣ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 長栄ＦＣ 清門ＦＣ 高砂１１
草加α 新田ＦＣ 清門ＦＣ 草加α

　２月　１９日（日） そうか公園 第４１節
第１試合 　9：00～ VS 清門ＦＣ
第２試合 　9：50～ VS 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ
第３試合 10：40～ VS 長栄ＦＣ
第４試合 11：30～ VS 　３月　５日（日） そうか公園 最終節
第５試合 12：20～ VS 第１試合 　9：00～ VS 清門ＦＣ
第６試合 13：10～ VS 第２試合 　9：50～ VS 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ
第７試合 14：00～ VS 第３試合 10：40～ VS

ＯＦＦ ASUMA 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 第４試合 11：30～ VS
第５試合 12：20～ VS
第６試合 13：10～ VS

　２月　２６日（日） 瀬崎グラウンド 第４２節 第７試合 14：00～ VS
第１試合 11：50～ VS 清門ＦＣ
第２試合 12：50～ VS
第３試合 13：50～ VS 長栄ＦＣ 　　　 問い合わせ先 草加市サッカー協会
第４試合 14：50～ VS 　　 　副会長　松 沢 輝 雄 　０９０－２５４１ー３４８１
第５試合 15：50～ VS パソコンＥメール matsuzawa.t＠jcom.zaq..ne.jp

ＯＦＦ 携 帯 ア ド レ ス matsuzawa.t-@docomo.ne.jp

キャンセル・未消化

mailto:matsuzawa.t-@docomo.ne.jp#

