
２０２１．５．３１更新

第１５回目案内 大　会　日　程　表 １５分ハーフ（１５ー５ー１５）

　　コロナウィルス感染防止対策ガイドライン
　５月　２３日（日） そうか公園　Ｂー１ 第９節 1 グラウンド入場者は利用者名簿に記入する事。

第１試合 　9：00～ 住吉ｻｯｶｰ ８ー０ ひまわり 2 入場者全員の体温を記入する事。
第２試合 　9：45～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ６ー０ ひまわり 3 入場者はマスクを着用する事。
第３試合 　10：20～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ２ー０ 住吉ｻｯｶｰ 4 観覧者の大声を禁止します(声出し禁止)
第４試合 　11：00～ 草加東Ｓ ６ー０ ひまわり 5 観覧者は指定エリアで観戦して下さい。
第５試合 　11：45～ 住吉ｻｯｶｰ ５ー２ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 6 車両は１チーム５台といたします。

そうか公園　Ｂー２
第１試合 　9：00～ 草加東Ｓ ９ー０ 草加Ｊｒ
第２試合 　9：45～ 草加東Ｓ ５ー０ 長栄ＦＣ 松澤は仕事ですので自主運営願います。
第３試合 　10：20～ 長栄ＦＣ ４ー３ 草加Ｊｒ 石灰の使用は禁止です。水ラインで願います。
第４試合 　11：00～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ４ー１ 草加Ｊｒ 　６月　１９（土） 瀬崎グラウンド　Ｂ１ 第１２節
第５試合 　11：45～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ７ー０ 長栄ＦＣ 第１試合 　8：20～ ひまわり ＶＳ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ

第２試合 　9：00～ ひまわり ＶＳ 4
　５月　３０日（日） そうか公園　Ｂー１ 第１０節 瀬崎グラウンド　Ｂ２ 第１２節

第１試合 　9：00～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ２ー０ 草加東Ｓ 1 第１試合 　8：20～ 草加FCα ＶＳ 4
第２試合 　9：45～ 住吉ｻｯｶｰ １ー０ 長栄ＦＣ 2 第２試合 　9：00～ 草加FCα ＶＳ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ
第３試合 　10：20～ 草加東Ｓ ２ー１ 住吉ｻｯｶｰ 1 高円宮杯 クラブユース，９：４０～グラウンド使用
第４試合 　11：00～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ４ー０ 長栄ＦＣ 2
第５試合 　11：45～ 草加東Ｓ ４ー０ 長栄ＦＣ T
第６試合 　12：20～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ３ー０ 住吉ｻｯｶｰ 2 　６月　２０（日） そうか公園　Ｂー１ 第１３節

第１試合 　9：00～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ＶＳ② 長栄ＦＣ
第２試合 　9：45～ ひまわり ＶＳ② 草加FCα
第３試合 　10：20～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ＶＳ② 住吉ｻｯｶｰ

　６月　５（土） 瀬崎グラウンド　Ａ１ 第１１節 第４試合 　11：00～ ひまわり ＶＳ② 長栄ＦＣ
第１試合 　11：30～ ひまわり ＶＳ① 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ 第５試合 　11：45～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ＶＳ② 長栄ＦＣ
第２試合 　12：20～ ひまわり ＴＭ 草加東Ｓ そうか公園　Ｂー２ 第１３節
第３試合 　13：30～ 住吉ｻｯｶｰ ＶＳ① 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ 第１試合 　9：00～ 草加東Ｓ ＶＳ① 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ
第４試合 　14：20～ ひまわり ＶＳ② 住吉ｻｯｶｰ 第２試合 　9：45～ 草加東Ｓ ＶＳ① ｼﾞｪﾝｼｬﾝ
第５試合 　15：10～ 第３試合 　10：20～ ひまわり ＶＳ① 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ

瀬崎グラウンド　Ａ２ 第１１節 第４試合 　11：00～ 草加東Ｓ ＶＳ① 住吉ｻｯｶｰ
第１試合 　11：30～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ＶＳ① 草加東Ｓ 第５試合 　11：45～ 住吉ｻｯｶｰ ＶＳ② 草加FCα
第２試合 　12：15～ 長栄ＦＣ ＶＳ② 住吉ｻｯｶｰ
第３試合 　13：00～ 草加Ｊｒ ＶＳ② ｼﾞｪﾝｼｬﾝ
第４試合 　14：20～ 草加Ｊｒ ＴＭ 長栄ＦＣ 　６月　２６（土） 瀬崎グラウンド　Ｂ１ 第１４節
第５試合 　15：10～ 長栄ＦＣ ＶＳ② ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 第１試合 　8：20～ 長栄ＦＣ ＴＭ 草加Ｊｒ

第２試合 　9：00～ 長栄ＦＣ ＶＳ① 松原ＦＣ
瀬崎グラウンド　Ｂ２ 第１４節

第１試合 　8：20～ 草加FCα ＶＳ① 松原ＦＣ
第２試合 　9：00～ 草加FCα ＴＭ 草加Ｊｒ

高円宮杯 クラブユース，９：４０～グラウンド使用

　７月　１７（土） 瀬崎グラウンド　Ｂ１ 第１４節
第１試合 　8：20～ 長栄ＦＣ ＶＳ 3
第２試合 　9：00～ 長栄ＦＣ ＶＳ 4

瀬崎グラウンド　Ｂ２ 第１４節
第１試合 　8：20～ 草加FCα ＶＳ 4
第２試合 　9：00～ 草加FCα ＶＳ 3

高円宮杯 クラブユース，９：４０～グラウンド使用

瀬崎グラウンド　基本使用パターン
Ａ面（土） 原石リーグ ＆ ４種リーグ ＆ ＦＡカップ 　　問い合わせ先 草加市サッカー協会
Ｂ面（土） 午前-エイトリーグ　午後-クラブユース 　　会長　松 澤 輝 雄　０９０－２５４１ー３４８１
Ｃ面（土） 午前-瀬崎サッカ-　午後-クラブユース ＰＣ・Ｅメール matsuzawa.t＠jcom.zaq..ne.jp
日曜日 フルピッチ 社会人リーグ＆シニアリーグ 携帯アドレス matsuzawa.t-@docomo.ne.jp
Ａ面（日） ～11：15-瀬崎ｻｯｶｰ　11：30～原石リーグ他

第１３回　２０２１～２２　エイトリーグ　８人制サッカー

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

