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第６３目案内 大　会　日　程　表 １５分ハーフ（１５ー５ー１５）

　１月　２０日（日） そうか公園 第３３節 　２月　９日（土） 瀬崎グラウンド　 ３面
第１試合 ９：００～ 松原ＦＣ ９ー０ ひまわり 　９：００～ 市長杯 学校対抗の部
第２試合 ９：４５～ 住吉ＳＣ １ー０ 草加Jr 　２月　９日（土） そうか公園 ２面
第３試合 １０：３０～ ひまわり １２ー０ 清門ＦＣ 　９：００～ 市長杯 学校対抗の部
第４試合 １１：１５～ 松原ＦＣ ３ー０ 草加Jr 市長杯 決勝トーナメント準勝３決決勝戦
第５試合 １２：００～ 住吉ＳＣ 3‐OP‐0 長栄ＦＣ
第６試合 １２：４５～ 松原ＦＣ ７ー０ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 　２月　１０日（日） 瀬崎グラウンド　 ３面
第７試合 １３：３０～ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ ７ー０ ひまわり 　９：００～ 第７４回交流大会　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ６．４．２年
第８試合 １４：１５～ 住吉ＳＣ ８ー１ 高砂ｲﾚﾌﾞﾝ 　２月　１０日（日） 瀬崎グラウンド　 第３６節

そうか公園 第３３節 Ｂ面-１
第１試合 ９：００～ 新田ＦＣ 交流8-0 清門ＦＣ 第１試合 １３：００～ ＶＳ 長栄ＦＣ
第２試合 ９：４５～ 長栄ＦＣ ３ー０ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 第２試合 １３：４５～ ＶＳ 住吉ＳＣ
第３試合 １０：３０～ 新田ＦＣ 交流2-0 両新田 第３試合 １４：３０～ ＶＳ 長栄ＦＣ
第４試合 １１：１５～ 住吉ＳＣ １ー１ 長栄ＦＣ 第４試合 １５：１５～ ＶＳ 住吉ＳＣ
第５試合 １２：００～ 清門ＦＣ 交流11-0 両新田 第５試合 １６：００～ ＶＳ
第６試合 １２：４５～ 草加Jr １０ー０ ひまわり Ｂ面-２ 瀬崎グラウンド　 第３６節
第７試合 １３：３０～ 松原ＦＣ ７ー２ ＡＳＵＭＡ 第１試合 １３：００～ ＶＳ ひまわり
第８試合 １４：１５～ ＡＳＵＭＡ ４ー２ ｼﾞｪﾝｼｬﾝ 第２試合 １３：４５～ ＶＳ

第３試合 １４：３０～ ＶＳ ひまわり
第４試合 １５：１５～ ＶＳ

　１月　２７日（日） 瀬崎グラウンド　 ３面 第５試合 １６：００～ ＶＳ
　９：００～ 市長杯 予選リーグ　予備日 ﾁｰﾑの部 ＯＦＦ

　１月　２７日（日） 瀬崎グラウンド　 第３４節
第１試合 　9：00～ ＶＳ 長栄ＦＣ 　２月　１１日（日） 瀬崎グラウンド　 ３面
第２試合 　9：50～ ＶＳ ひまわり 　９：００～ 第７４回交流大会　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ 予備日
第３試合 10：40～ ＶＳ 長栄ＦＣ 　２月　１１日（日） 瀬崎グラウンド　 第３７節
第４試合 11：30～ ＶＳ ひまわり Ｂ面-１

瀬崎グラウンド　 第３４節 第１試合 　9：00～ ＶＳ 長栄ＦＣ
第１試合 　9：00～ ＶＳ 第２試合 　9：50～ ＶＳ
第２試合 　9：50～ ＶＳ 第３試合 10：40～ ＶＳ 長栄ＦＣ
第３試合 10：40～ ＶＳ 第４試合 11：30～ ＶＳ
第４試合 11：30～ ＶＳ 第５試合 12：20～ ＶＳ

ＯＦＦ ＡＳＵＭＡ Ｂ面-２ 瀬崎グラウンド　 第３７節
第１試合 　9：00～ ＶＳ ひまわり
第２試合 　9：50～ ＶＳ 住吉ＳＣ

　２月　３日（日） 瀬崎グラウンド　 ３面 第３試合 10：40～ ＶＳ ひまわり
　９：００～ 第７４回交流大会　決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ５．３．１年 第４試合 11：30～ ＶＳ 住吉ＳＣ

　２月　３日（日） 瀬崎グラウンド　 第３５節 第５試合 12：20～ ＶＳ
Ｂ面-１ ＯＦＦ

第１試合 １３：００～ 松原ＦＣ ＶＳ ひまわり
第２試合 １３：４５～ ＶＳ 　２月　１６日（土） 瀬崎グラウンド　 ３面
第３試合 １４：３０～ 松原ＦＣ ＶＳ 　９：００～ 市長杯 学校対抗の部 予備日
第４試合 １５：１５～ ＶＳ ひまわり 　２月　１６日（土） そうか公園 ２面
第５試合 １６：００～ ＶＳ 　９：００～ 市長杯 学校対抗の部 予備日
Ｂ面-２ 瀬崎グラウンド　 第３５節 市長杯 決勝トーナメント準勝３決決勝戦

第１試合 １３：００～ 住吉ＳＣ ＶＳ 長栄ＦＣ
第２試合 １３：４５～ ＶＳ 　２月　17日（日） 柿木グラウンド 9：00～

第３試合 １４：３０～ ＶＳ 長栄ＦＣ 　２月　２４日（日） 柿木グラウンド 9：00～

第４試合 １５：１５～ 住吉ＳＣ ＶＳ 確認済み
第５試合 １６：００～ ＶＳ 　　問い合わせ先 草加市サッカー協会

ＯＦＦ ＡＳＵＭＡ 　　 副会長　松 沢 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１０回　２０１８～２０１９　エイトリーグ　（Ｕ－８）　８人制サッカー
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