
第４回高津区カップＵ９サッカー大会 予選スケジュール   平成２７年１２月８日更新 

                                                                            【改訂版６】 

日付・会場 グループ 時 間 チーム スコア チーム 主審 副審 副審 ４審 

１１/１４（土） 

丸子橋第一広場 

＜会場担当＞ 

川崎中央 

Ｄ ８：５０ 川崎中央 ０ vs ２ ウィングス 久本ＳＣ 大空 大空 千年ＳＣ 

Ｂ ９：３０ 久本ＳＣ ２ vs ０ 千年ＳＣ 大空 ウィングス ウィングス 川崎中央 

Ｄ １０：１０ 大空ＫＳＣ １ vs ２ ウィングス 川崎中央 久本ＳＣ 千年ＳＣ 川崎中央 

Ｆ １０：５０ 久本ＳＣ  vs  千年ＳＣ 当該チーム 

Ｄ １１：１０ 川崎中央 ０ vs ７ 大空ＫＳＣ ウィングス 久本ＳＣ 千年ＳＣ ウィングス 

１１/１５（日） 

丸子橋第三広場 

＜会場担当＞ 

大空ＫＳＣ 

        

C １３：００ 大豆戸ＦＣ ０ vs ５ 津田山ＦＣ 大空 ＧＨＵ ＧＨＵ 大空 

D １３：４０ 大空ＫＳＣ ０ vs １ ＧＨＵ 大豆戸 橘 SC 橘 SC 本部 

Ｃ １４：２０ 橘ＳＣ ４ vs ０ 大豆戸ＦＣ 津田山 ＧＨＵ ＧＨＵ 津田山 

F １５：００ 大空ＫＳＣ  vs  ＧＨＵ 当該チーム 

C １５：２０ 津田山ＦＣ ３ vs １ 橘ＳＣ 大豆戸 ＧＨＵ ＧＨＵ 本部 

１１/２１（土） 

北見方サッカー場 

＜会場担当＞ 

ＡＭ 高津ＦＣ 

ＰＭ 久本ＳＣ 

Ａ ９：００ 高津ＦＣ ０ vs ２ エンジョイ 千年 パープルズ パープルズ 千年 

Ｂ ９：４０ パープルズ ２ vs ０ 千年ＳＣ エンジョイ 高津 高津 エンジョイ 

Ａ １０：２０ エンジョイ １ vs ０ 富士見台ＦＣ 久本 パープルズ パープルズ 久本 

Ｂ １１：００ 久本ＳＣ １ vs ０ パープルズ 富士見台 高津 高津 富士見台 

Ａ １１：４０ 富士見台ＦＣ ２ vs １ 高津ＦＣ 千年 柿生 柿生 千年 

Ｂ １２：２０ 千年ＳＣ １ vs ０ 柿生ＳＣ エンジョイ 富士見台 富士見台 エンジョイ 

F １３：００   vs       

Ｂ １３：２０ 柿生ＳＣ １ vs ３ 久本ＳＣ 大豆戸 かじがや かじがや 本部 

Ｃ １４：００ 大豆戸ＦＣ ０ vs ２ かじがやＦＣ 久本 橘ＳＣ 橘ＳＣ 久本 

Ｆ １４：４０ 大豆戸ＦＣ  vs  柿生ＳＣ 当該チーム 

Ｃ １５：００ かじがやＦＣ ０ vs ０ 橘ＳＣ 大豆戸 柿生 柿生 本部 

１２/１２（土） 

新作小学校 

＜会場担当＞ 

川崎ウィングス 

Ａ １０：３０ 久地ＦＣ  vs  エンジョイ 川崎中央 ＧＨＵ ＧＨＵ 川崎中央 

Ｄ １１：１０ 川崎中央  vs  ＧＨＵ 久地 エンジョイ エンジョイ 久地 

Ｆ １１：５０ 川崎中央  vs  エンジョイ 当該チーム 

Ａ １２：１０ 富士見台ＦＣ  vs  久地ＦＣ ウィングス ＧＨＵ ＧＨＵ ウィングス 

Ｄ １２：５０ ウィングス  vs  ＧＨＵ 富士見台 久地 久地 富士見台 

Ｆ １３：３０ ウィングス  vs  富士見台ＦＣ 当該チーム 

１２/１９（土） 

丸子橋第一広場 

＜会場担当＞ 

久地ＦＣ 

Ｃ ８：５０ 津田山ＦＣ  vs  かじがや パープルズ 柿生 柿生 パープルズ 

Ｂ ９：３０ パープルズ  vs  柿生ＳＣ 津田山 かじがや かじがや 津田山 

Ｆ １０：１０ 久地ＦＣ  vs  かじがや 当該チーム 

Ｆ １０：３０ 柿生ＳＣ  vs  津田山ＦＣ 当該チーム 

Ｆ １０：５０ 津田山ＦＣ  vs  久地ＦＣ 当該チーム 

Ｆ １１：１０ 久地ＦＣ  vs  パープルズ 当該チーム 

Ｆ １１：３０ 久地ＦＣ  vs  柿生ＳＣ 当該チーム 

１２/２０（日） 

北見方サッカー場 

＜会場担当＞高津ＦＣ 

Ａ １４：４０ 久地ＦＣ  vs  高津ＦＣ エンジョイ 久地 高津 エンジョイ 

Ｆ １５：２０ 久地ＦＣ  vs  エンジョイ 当該チーム 

Ｆ １５：４０ 高津ＦＣ  vs  エンジョイ 当該チーム 



 

※雨天中止は１試合目開始時間の２時間３０分前までに決定し、全チーム担当者の方にメールでご連絡させて頂きます。 

※フレンドリー（Ｆ）は、１５分１本とさせて頂きます。 

※12/26(土)に決勝トーナメント及び 9～12 位決定リーグを開催予定です。 

【備品】12/19 ゴール.コーナーフラッグ提供 津田山ＦＣ 


