
  第 １３ 回 ２０１９～２０２０     原　石 リ ー グ　（Ｕ－１０）
２０１９．４．２２更新

第３回目案内 大　会　日　程　表 

　４月　１４日（日） 瀬崎グラウンド　 第１節 　５月　１日（水） 瀬崎グラウンド　 第６節
第１試合 11：50～ 八潮メッツ ４－０ 長栄ＦＣ 第１試合 　9：00～ VS
第２試合 12：40～ 住吉ｻｯｶｰ １９-０ 清門ＦＣ 第２試合 　9：50～ VS
第３試合 13：30～ ひまわり ５ー１ 八潮メッツ 第３試合 10：40～ VS

八潮メッツｰ９番-イエローカード１枚． 第４試合 11：30～ VS
第４試合 14：20～ 住吉ｻｯｶｰ ０－０ 長栄ＦＣ 第５試合 12：20～ VS
第５試合 15：10～ ひまわり ２４-０ 清門ＦＣ 第６試合 13：10～ VS

第７試合 14：00～ VS
第８試合 14：50～ VS

　４月　２１日（日） 瀬崎グラウンド　 第２節 OFF 長栄ＦＣ 住吉ｻｯｶｰ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 八潮メッツ

第１試合 11：40～ 草加Ｊｒ ５ー２ 草加FCα 草加FCα

第２試合 12：30～ 長栄ＦＣ ２ー１ ひまわり. 　５月　２日（木） 日本クラブユース　埼玉予選
第３試合 13：20～ 草加Ｊｒ ５ー３ 住吉ｻｯｶｰ 　５月　３日（金） 日本クラブユース　埼玉予選
第４試合 14：10～ 長栄ＦＣ ７ー０ 草加FCα 　５月　４日（土） 日本クラブユース　埼玉予選
第５試合 15：00～ ひまわり. ２ー１ 住吉ｻｯｶｰ

住吉サッカー２７番-イエローカード１枚．

ＦＣひまわり．４２番-イエローカード１枚． 　５月　５日（日） 瀬崎グラウンド　 第７節
第１試合 11：40～ 草加Ｊｒ VS 八潮メッツ

　４月　２８日（日） 瀬崎グラウンド　 第３節 第２試合 12：30～ 住吉ｻｯｶｰ VS 松原ＦＣ
第１試合 11：40～ 住吉ｻｯｶｰ VS 草加東Ｓ 第３試合 13：20～ 草加Ｊｒ VS 草加ＦＣα
第２試合 12：30～ 長栄ＦＣ VS 草加ＦＣα 第４試合 14：10～ 住吉ｻｯｶｰ VS 八潮メッツ
第３試合 13：20～ 住吉ｻｯｶｰ VS 草加東Ｓ 第５試合 15：00～ 草加ＦＣα VS 松原ＦＣ
第４試合 14：10～ 長栄ＦＣ VS 草加ＦＣα OFF 長栄ＦＣ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ

第５試合 15：00～ VS
第６試合 16：10～ VS 　５月　６日（月） 瀬崎グラウンド　 第８節

OFF 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ八潮メッツ 松原ＦＣ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 第１試合 　9：00～ 長栄ＦＣ 松原ＦＣ
ひまわり. 草加Ｊｒ 清門ＦＣ 草加東Ｓ 第２試合 　9：50～

草加Ｊｒ 第３試合 10：40～ 松原ＦＣ
第４試合 11：30～ 長栄ＦＣ

　４月　２９日（月） そうか公園 第４節 第５試合 12：20～

第１試合 　9：00～ 長栄ＦＣ VS 草加Ｊｒ 第６試合 13：10～

第２試合 　9：50～ 長栄ＦＣ VS 八潮メッツ 第７試合 14：00～

第３試合 10：40～ 草加Ｊｒ VS 八潮メッツ 第８試合 14：50～

第４試合 11：30～ VS OFF 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 八潮メッツ 草加FCα

第５試合 12：20～ VS
第６試合 13：10～ VS 　５月　１２日（日） そうか公園　交流大会・集中開催
第７試合 14：00～ VS 　５月　１２日（日） 瀬崎グラウンド　 第９節

OFF 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 草加東Ｓ 住吉ｻｯｶｰひまわり. 第１試合 11：40～ 八潮メッツ
清門ＦＣ 草加FCα 松原ＦＣ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ 第２試合 12：30～

第３試合 13：20～ 八潮メッツ
　４月　３０日（火） 瀬崎グラウンド　 第５節 第４試合 14：10～
第１試合 　9：00～ 草加Ｊｒ VS 草加FCα 第５試合 15：00～
第２試合 　9：50～ 八潮メッツ VS 草加東ｻｯｶｰ OFF 長栄ＦＣ 住吉ｻｯｶｰ 草加FCα

第３試合 10：40～ 草加Ｊｒ VS 草加東ｻｯｶｰ
第４試合 11：30～ 八潮メッツ VS 草加FCα 　５月　１９日（日） 瀬崎グラウンド　 第１０節
第５試合 12：20～ 八潮メッツ VS 草加Ｊｒ 第１試合 11：40～ ５試合 長栄ＦＣ
第６試合 13：20～ 草加東ｻｯｶｰ VS 草加FCα 第２試合 12：30～
第７試合 14：10～ VS OFF 住吉ｻｯｶｰ 八潮メッツ 草加FCα

OFF 松原ＦＣ 住吉ｻｯｶｰ 長栄ＦＣ 清門ＦＣ 確認済み
高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ ひまわり 　　　 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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