
  第 １１ 回 ２０１７～２０１８     原　石 リ ー グ　（Ｕ－１０）
２０１７．３．２０更新

第７０回目案内 大　会　日　程　表 

松原ロードレース役員派遣５名

　２月　３日（土） 瀬崎グラウンド　B 第４０節 　３月　１１日（日） 瀬崎グラウンド 第４８節
第１試合 14：20～ 住吉ｻｯｶｰ ５－０ 松原ＦＣ 第１試合 11：50～ みのべFC ２ー０ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ
第２試合 15：10～ 新田ＦＣ 16-０ 清門ＦＣ 第２試合 12：40～ 松原ＦＣ ３ー１ 草加ＦＣα

　２月　４日（日） 瀬崎グラウンド 第４１節 第３試合 13：30～ みのべFC ６ー０ 松原ＦＣ
第１試合 13：30～ 草加東ｻｯｶｰ ２－０ ASUMA 第４試合 14：20～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ １ー０ 草加ＦＣα
第２試合 14：30～ 草加東ｻｯｶｰ １－０ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ
第３試合 15：30～ 住吉ｻｯｶｰ ４ー１ ASUMA 　３月　１７日（土） 富士グラウンド 第４９節
第４試合 16：30～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ５－０ 住吉ｻｯｶｰ 第１試合 9：30～ 草加東 ２４ー０ 清門ＦＣ

　２月　１１日（日） 瀬崎グラウンド　Ａ 第４２節 第２試合 10：40～ ひまわり. １１ー０ 清門ＦＣ
ＦＡ決勝 　9：50～ 草加Ｊｒ ２ー０ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 第３試合 11：50～ 草加東 ５ー０ 清門ＦＣ
第１試合 10：40～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ３ー０ ASUMA 第４試合 13：00～ ひまわり. ５ー０ 清門ＦＣ
第２試合 11：30～ ASUMA １ー１ 稲荷ＦＣ
第３試合 12：20～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ６ー０ 稲荷ＦＣ

　２月　１２日（月） 瀬崎グラウンド 第４３節 　３月　２４日（土） 瀬崎グラウンド 第５０節
第１試合 11：50～ 草加東ｻｯｶｰ ８ー１ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ 第１試合 12：00～
第２試合 12：40～ 新田ＦＣ ２ー１ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 第２試合 13：00～ みのべFC １回戦 ASUMA
第３試合 13：30～ 新田ＦＣ ６ー０ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ 第３試合 13：30～ みのべFC ２回戦 ASUMA
第４試合 14：20～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ １ー０ 草加東ｻｯｶｰ 第４試合 14：20～
第５試合 15：10～ 新田ＦＣ ９ー０ 住吉ｻｯｶｰ ＯＦＦ 松原ＦＣ

第６試合 16：10～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ２ー１ 住吉ｻｯｶｰ 新田ＦＣ

　２月　１７日（土） 瀬崎グラウンド 第４４節 　３月　２５日（日） 瀬崎グラウンド 最終節
第１試合 11：50～ 草加東ｻｯｶｰ ２ー１ みのべFC 9時受付 10時開始 ～12時半

第２試合 12：40～ 新田ＦＣ １ー０ 松原ＦＣ 元日本代表，福西崇史サッカー教室　３・４年対象
第３試合 13：30～ みのべFC ０ー０ 新田ＦＣ 第１試合 12：40～ 草加ＦＣα １回戦 清門ＦＣ
第４試合 14：20～ 草加東ｻｯｶｰ １ー１ 松原ＦＣ 第２試合 13：30～ 長栄ＦＣ ＯＰ 新田ＦＣ

　２月　１８日（日） 瀬崎グラウンド 第４５節 第３試合 14：20～ 住吉ｻｯｶｰ １回戦 清門ＦＣ
第１試合 11：50～ 草加東ｻｯｶｰ ３ー０ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ 第４試合 15：10～ 長栄ＦＣ ２回戦 清門ＦＣ
第２試合 12：40～ ひまわり. ７ー０ 長栄ＦＣ 第５試合 16：10～ ? 新田ＦＣ
第３試合 13：30～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ４ー０ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ ＯＦＦ みのべFC 稲荷ＦＣ 松原ＦＣ ASUMA

第４試合 14：20～ ひまわり. ０ー０ 新田ＦＣ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ卒団式

第５試合 15：10～ 長栄ＦＣ １ー０ 稲荷ＦＣ
第６試合 16：10～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ １１-０ 稲荷ＦＣ

　２月　２５日（日） 瀬崎グラウンド 第４６節
第１試合 11：50～ 長栄ＦＣ ４ー０ 草加ＦＣα
第２試合 12：40～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ １ー１ 稲荷ＦＣ
第３試合 13：30～ 長栄ＦＣ 1‐OP‐0 ひまわり.
第４試合 14：20～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ７ー０ 草加ＦＣα
第５試合 15：10～ 稲荷ＦＣ ６ー１ 草加ＦＣα
第６試合 16：10～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 3‐OP‐1 ひまわり.

　３月　４日（日） そうか公園 第４７節
第１試合 　9：00～ みのべFC ７ー２ 住吉ｻｯｶｰ
第２試合 　10：00～ 草加ＦＣα ３ー０ 住吉ｻｯｶｰ
第３試合 10：50～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ３ー３ みのべFC
第４試合 11：40～ 新田ＦＣ ７ー０ 草加ＦＣα
第５試合 12：30～ 住吉ｻｯｶｰ ２ー２ 長栄ＦＣ
第６試合 13：20～ ひまわり. １ー１ 長栄ＦＣ
ﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ 12：30～ 八潮メッツ ６ー２ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ
ﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ 13：10～ 八潮メッツ ２ー１ 新田ＦＣ
ﾊｰﾌﾋﾟｯﾁ 14：40～ ひまわり. ６ー１ 八潮メッツ 確認済み

　　　 問い合わせ先 草加市サッカー協会
　　 　副会長　松 沢 輝 雄 　０９０－２５４１ー３４８１

パソコンＥメール matsuzawa.t＠jcom.zaq..ne.jp
携 帯 ア ド レ ス matsuzawa.t-@docomo.ne.jp
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