
  第 １１ 回 ２０１７～２０１８     原　石 リ ー グ　（Ｕ－１０）
２０１７．８．２３更新

第２６回目案内 大　会　日　程　表 

　９月　３日（日） 瀬崎グラウンド　Ａ 　９月　２４日（日） 瀬崎グラウンド　Ａ
ＦＡカップ　決勝トーナメント　６年大会 第１試合 11：50～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ＶＳ 稲荷ＦＣ

第１試合 11：50～ 両新田ＦＣ ＶＳ 花栗ＦＣ 第２試合 12：40～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ＶＳ みのべFC
第２試合 12：40～ ひまわりﾌﾛｰﾙ ＶＳ 西町ＦＣ 第３試合 13：30～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ＶＳ 草加東
第３試合 13：30～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝＦＣ ＶＳ 住吉ｻｯｶｰ 第４試合 14：20～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ＶＳ 稲荷ＦＣ

　９月　３日（日） 瀬崎グラウンド　Ａ 第５試合 15：10～ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ ＶＳ みのべFC
第４試合 14：20～ 稲荷ＦＣ ＶＳ 住吉ｻｯｶｰ 第６試合 16：00～ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ ＶＳ 草加東
第５試合 15：10～ ASUMA ＶＳ 住吉ｻｯｶｰ ＯＦＦ 松原ＦＣ

第６試合 16：00～ ASUMA ＶＳ 稲荷ＦＣ
ＯＦＦ 　９月　３０日（日） 瀬崎グラウンド　Ａ

　９月　９日（土） 瀬崎グラウンド　Ａ ６大会 第１試合 11：50～ ＶＳ
ＦＡカップ 16：00～ 草加Ｊｒ ＶＳ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 第２試合 12：40～ ＶＳ

第３試合 13：30～ ＶＳ 松原ＦＣ
　９月　１０日（日） そうか公園 第４試合 14：20～ ＶＳ
第１試合 　9：00～ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ ＶＳ みのべFC 第５試合 15：10～ ＶＳ
第２試合 　9：50～ 松原ＦＣ ＶＳ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 第６試合 16：00～ ＶＳ 松原ＦＣ
第３試合 10：40～ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ ＶＳ みのべFC ＯＦＦ
第４試合 11：30～ 松原ＦＣ ＶＳ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ
第５試合 12：20～ ASUMA ＶＳ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 　１０月　１日（日） 瀬崎グラウンド　Ａ
第６試合 13：10～ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ ＶＳ 草加東 第１試合 11：50～ ＶＳ
第７試合 14：00～ ASUMA ＶＳ 稲荷ＦＣ 第２試合 12：40～ ＶＳ
第８試合 14：50～ 清門ＦＣ ＶＳ 草加東 第３試合 13：30～ ＶＳ
第９試合 15：50～ 清門ＦＣ ＶＳ 稲荷ＦＣ 第４試合 14：20～ ＶＳ

第５試合 15：10～ ＶＳ
　９月　１７日（土） 瀬崎グラウンド　Ａ 第６試合 16：00～ ＶＳ

交流大会５・３・1年　決勝トーナメント ＯＦＦ
交流３年-みのべ・高砂・住吉・ひまわり

　９月　１７日（日） そうか公園 　１０月　８日（日） 瀬崎グラウンド　Ａ
第１試合 　9：00～ 稲荷ＦＣ ＶＳ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ 第１試合 11：50～ ＶＳ
第２試合 　9：50～ 松原ＦＣ ＶＳ 清門ＦＣ 第２試合 12：40～ ＶＳ
第３試合 10：40～ 稲荷ＦＣ ＶＳ 長栄ＦＣ 第３試合 13：30～ ＶＳ
第４試合 11：30～ 松原ＦＣ ＶＳ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ 第４試合 14：20～ ＶＳ
第５試合 12：20～ 新田ＦＣ ＶＳ 清門ＦＣ 第５試合 15：10～ ＶＳ
第６試合 13：10～ 草加ＦＣα ＶＳ 長栄ＦＣ 第６試合 16：00～ ＶＳ
第７試合 14：00～ 新田ＦＣ ＶＳ ひまわり. ＯＦＦ
第８試合 14：50～ 草加ＦＣα ＶＳ 住吉ｻｯｶｰ
第９試合 15：50～ ひまわり. ＶＳ 住吉ｻｯｶｰ 　１０月　９日（日） 瀬崎グラウンド　

ＯＦＦ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 草加市スポーツフェスティバル 駐車場

　９月　１８日（日） 瀬崎グラウンド　Ａ 　１０月　１５日（日） 瀬崎グラウンド　　３面　
交流大会６・４・２年　決勝トーナメント 第７２回交流大会予選　集中開催

交流４年-みのべ・新田

　９月　１８日（日） 瀬崎グラウンド　Ａ 　１０月　２２日（日） そうか公園
第１試合 13：10～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ＶＳ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ 第１試合 　9：00～ ＶＳ
第２試合 14：00～ 草加ＦＣα ＶＳ 清門ＦＣ 第２試合 　9：50～ ＶＳ
第３試合 14：50～ 草加ＦＣα ＶＳ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 第３試合 10：40～ ＶＳ
第４試合 15：50～ 遊馬ｷｯｶｰｽﾞ ＶＳ 清門ＦＣ 第４試合 11：30～ ＶＳ

第５試合 12：20～ ＶＳ
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

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

