
第34回 川崎市春季低学年サッカー⼤会 ⾼津区予選  試合⽇程表（予選リーグ） 2017/4/22

2017/4/25 4/30の曜日修正、5/7の注

4/30(⽇) 予選リーグ
等々⼒多⽬的広場 A 〜会場担当：(AM)津⽥⼭FC〜, (PM)久地SC

担 ｷｯｸｵﾌ 主審 ・4審 副審(2名)

10:00 A2 ⼤空KSC - A3 津⽥⼭FCアーザ 久本SC ⾼津FC

10:30 A4 千年SC - A5 ⾼津FC ⼤空KSC 津⽥⼭FCアーザ

11:00 A6 エンジョイSCイエロー - A7 久本SC 千年SC ⾼津FC

11:30 A4 千年SC - A2 ⼤空KSC エンジョイSCイエロー 久本SC

12:00 A3 津⽥⼭FCアーザ - A6 エンジョイSCイエロー 千年SC ⼤空KSC

12:30 A7 久本SC - A5 ⾼津FC 津⽥⼭FCアーザ エンジョイSCイエロー

13:00 B1 津⽥⼭FCティグレ - B2 川崎中央キッカーズ GHU 橘SC

13:30 B3 久地FC - B4 橘SC 津⽥⼭FCティグレ 川崎中央キッカーズ

14:00 B5 エンジョイSCグリーン - B6 GHU 久地FC 橘SC

14:30 B3 久地FC - B1 津⽥⼭FCティグレ エンジョイSCグリーン GHU

15:00 B2 川崎中央キッカーズ - B5 エンジョイSCグリーン 久地FC 津⽥⼭FCティグレ

15:30 B6 GHU - B4 橘SC 川崎中央キッカーズ エンジョイSCグリーン

5/3(祝) 予選リーグ

北⾒⽅B 〜会場担当：(AM)⾼津FC〜, (PM)橘SC

担 ｷｯｸｵﾌ 主審 ・4審 副審(2名)

10:00 A2 ⼤空KSC - A5 ⾼津FC 久本SC 津⽥⼭FCアーザ

10:30 A3 津⽥⼭FCアーザ - A4 千年SC ⼤空KSC ⾼津FC

11:00 A5 ⾼津FC - A6 エンジョイSCイエロー 津⽥⼭FCアーザ 千年SC

11:30 A2 ⼤空KSC - A7 久本SC ⾼津FC エンジョイSCイエロー

12:00 A6 エンジョイSCイエロー - A4 千年SC ⼤空KSC 久本SC

12:30 A7 久本SC - A3 津⽥⼭FCアーザ エンジョイSCイエロー 千年SC

13:00 B1 津⽥⼭FCティグレ - B4 橘SC GHU 川崎中央キッカーズ

13:30 B2 川崎中央キッカーズ - B3 久地FC 津⽥⼭FCティグレ 橘SC

14:00 B4 橘SC - B5 エンジョイSCグリーン 川崎中央キッカーズ 久地FC

14:30 B1 津⽥⼭FCティグレ - B6 GHU 橘SC エンジョイSCグリーン

15:00 B5 エンジョイSCグリーン - B3 久地FC 津⽥⼭FCティグレ GHU

15:30 B6 GHU - B2 川崎中央キッカーズ エンジョイSCグリーン 久地FC
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第34回 川崎市春季低学年サッカー⼤会 ⾼津区予選  試合⽇程表

5/5(祝) 予選リーグ

等々⼒運動広場 〜会場担当：久本SC〜

担 ｷｯｸｵﾌ 主審 ・4審 副審(2名)

10:00 A1 かじがやFC - A2 ⼤空KSC 千年SC 久本SC

10:30 A4 千年SC - A7 久本SC かじがやFC ⼤空KSC

11:00 A1 かじがやFC - A6 エンジョイSCイエロー ⾼津FC 津⽥⼭FCアーザ

11:30 A5 ⾼津FC - A3 津⽥⼭FCアーザ エンジョイSCイエロー かじがやFC

12:00

12:30 PM:4/30、5/3の予備⽇ or Firendry -

13:00 -

13:30 -

14:00 -

14:30

5/6(⼟) 予選リーグ

等々⼒多⽬的〜会場担当：千年SC 〜 2017/4/28 試合順序、審判割り当て修正

担 ｷｯｸｵﾌ 主審 ・4審 副審(2名)

10:00 B3 久地FC - B6 GHU かじがやFC 千年SC

10:30 A1 かじがやFC - A4 千年SC エンジョイSCグリーン 津⽥⼭FCティグレ

11:00 B4 橘SC - B2 川崎中央キッカーズ 津⽥⼭FCアーザ GHU

11:30 A3 津⽥⼭FCアーザ - A1 かじがやFC 久地FC 川崎中央キッカーズ

12:00 B5 エンジョイSCグリーン - B1 津⽥⼭FCティグレ 橘SC かじがやFC

12:30 トレセン使⽤？？ -

13:00 -

13:30 -

14:00 -

14:30

5/7(⽇) 予選リーグ

北⾒⽅B  〜会場担当：かじがやFC〜 注）グラウンド予約が１０時まです。キッキオフ前倒し可能でしたらお願いします。

担 ｷｯｸｵﾌ 主審 ・4審 副審(2名)

8:30 A5 ⾼津FC - A1 かじがやFC 久本SC ⼤空KSC

9:00 A6 エンジョイSCイエロー - A2 ⼤空KSC ⾼津FC かじがやFC

9:30 A7 久本SC - A1 かじがやFC エンジョイSCイエロー ⼤空KSC
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