
２０２０．９．２７更新

第８回目案内 大　会　日　程　表 ２０分ハーフ（２０ー５ー２０）
１０/４日分振り替え日程

　８月　２９日（土） 瀬崎グラウンド　Ａ面 第１節 　１０月　３日（土） 瀬崎グラウンド　Ａ面 第８節
第１試合 　9：00～ ひまわり ６ー０ 草加FCα 第１試合 　12：20～ 草加FCα ＶＳ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ
第２試合 　10：00～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ４ー３ 草加Jr 第２試合 　13：10～ 草加Jr ＶＳ 長栄FC
第３試合 　11：00～ ひまわり ９ー０ 草加Jr 第３試合 　14：00～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ＶＳ 住吉ｻｯｶｰ
第４試合 　12：00～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ７ー０ 草加FCα 第４試合 　14：50～ 草加Jr ＶＳ 草加FCα

第５試合 　15：40～ 住吉ｻｯｶｰ ＶＳ 長栄FC
　８月　３０日（日） 瀬崎グラウンド　Ａ面 第２節

第１試合 　9：00～ 住吉ｻｯｶｰ ３ー０ 松原ＦＣ
第２試合 　10：00～ 草加FCα ０ー０ 松原ＦＣ エネクルカップ　Ｃクラス　高砂-両新田　松原Ａ-新田
第３試合 　11：00～ 住吉ｻｯｶｰ １２－０ 草加FCα ひまわり-ｼﾞｪﾝｼｬﾝ　第２負-第３負　第２勝-第３勝

プログレッソトレーニングマッチ（５年） 　１０月　４日（日） 瀬崎グラウンド　Ａ面 エネクル杯
第４試合 　13：00～ 住吉ｻｯｶｰ ２ー０ 瀬崎ｻﾂｶｰ 第１試合 　11：30～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ＶＳ 両新田FC
第５試合 　14：00～ ＡＳＵＭＡ ３ー０ 住吉ｻｯｶｰ 第２試合 　12：20～ 松原 A ＶＳ 新田FC
第６試合 　15：00～ 瀬崎ｻﾂｶｰ １ー１ ＡＳＵＭＡ 第３試合 　13：10～ ひまわり ＶＳ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ

第４試合 　14：00～ 第２ 負 ＶＳ 第３ 負
　９月　６日（日） 瀬崎グラウンド　Ａ面 第３節 第５試合 　14：50～ 第２ 勝 ＶＳ 第３ 勝

雨天中止 １０時～１２時試合可能

　９月　１３日（日） そうか公園 第４節 　１０月　１１日（日） 瀬崎グラウンド　Ｃ面 第９節
第１試合 　9：00～ 草加Jr ４ー１ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 第１試合 　11：30～ 住吉ｻｯｶｰ ＶＳ 草加FCα
第２試合 　10：00～ 住吉ｻｯｶｰ ７ー１ 両新田FC 第２試合 　12：20～ ひまわり ＶＳ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ
第３試合 　11：00～ 新田FC ７ー０ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 第３試合 　13：10～ 草加Jr ＶＳ 草加FCα
第４試合 　12：00～ 草加Jr ６ー１ 両新田FC 第４試合 　14：00～ 住吉ｻｯｶｰ ＶＳ ひまわり
第５試合 　13：00～ 住吉ｻｯｶｰ ７ー２ 松原FC 第５試合 　14：50～ 草加Jr ＶＳ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ
第６試合 　14：00～ 新田FC ３ー１ 松原FC 第６試合 　15：40～ ＶＳ

　９月　２０日（日） 瀬崎グラウンド　Ａ面 第５節 　１０月　１７日（土） 瀬崎グラウンド　Ｃ面 第１０節
第１試合 　9：00～ ひまわり ３ー０ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 第１試合 　11：30～ 住吉ｻｯｶｰ ＶＳ 草加FCα
第２試合 　10：00～ 両新田FC ２ー０ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 第２試合 　12：20～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ＶＳ 草加Jr
第３試合 　11：00～ ひまわり ６ー０ 両新田FC 第３試合 　13：10～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ＶＳ 草加FCα
第４試合 　12：00～ 住吉ｻｯｶｰ ４ー１ 草加Jr 第４試合 　14：00～ 住吉ｻｯｶｰ ＶＳ 草加Jr
第５試合 　13：00～ 住吉ｻｯｶｰ ２ー２ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 第５試合 　14：50～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ＶＳ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ
第６試合 　14：00～ 草加Jr ４ー２ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ

　９月　２７日（日） 瀬崎グラウンド　Ａ面 第６節
第１試合 　11：30～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ３ー１ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ
第２試合 　12：20～ ひまわり ６ー２ 長栄FC
第３試合 　13：10～ 住吉ｻｯｶｰ ３ー０ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ
第４試合 　14：00～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ３ー２ ひまわり
第５試合 　14：50～ 両新田FC ４ー１ 長栄FC
第６試合 　15：40～ 住吉ｻｯｶｰ ４ー２ 両新田FC 瀬崎グラウンド　基本使用パターン

Ａ面（土） 原石リーグ又はプログレッソ又はＦＡカップ
Ｂ面（土） 午前-エイトリーグ　午後-クラブユース
Ｃ面（土） 午前-瀬崎サッカ-　午後-クラブユース
日曜日 フルピッチ 社会人リーグ
Ａ面（日） 午前瀬崎サツカー　午後原石リーグ他

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

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

第１４回　２０２０～２１　原石リーグ　（Ｕ－１０）　８人制サッカー

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

