
第７回高津区カップＵ9サッカー大会2020
主催 高津区サッカー連盟
期日 令和２年2月15日（土）、22日（土）、予備日未定
会場 等々力多目的広場
形式 U９、８人制、４人審判制、交代自由、24分ゲーム（12-12分）
組合せ 2月15日（土）予選リーグ

グループＡ 川崎中央 大空KSC 久本SC 枡形FWSC 勝点得失順位 グループＣ パープルズ 久地FC エンジョイSC 大谷戸SC 勝点得失順位
川崎中央 パープルズ
大空KSC 久地FC
久本SC エンジョイSC
枡形FWSC 大谷戸SC

グループＢ かじがやFC 川崎ウィングス GHU 多摩ジュニアSC 勝点得失順位 グループＤ 津田山FC 高津FC 新城SC リバーFC 勝点得失順位
かじがやFC 津田山FC
川崎ウィングス 高津FC

GHU 新城SC
多摩ジュニアSC リバーFC

2月15日（土）予選リーグスケジュール
Aコート　会場担当　午前：川崎中央キッカーズ、午後：津田山FC　 Bコート　会場担当　午前：大空KSC、午後：高津FC
開始時刻 主審・４審 開始時刻 主審・４審
9:00 川崎中央 - 大空KSC かじがやFC 9:00 久本SC - 枡形FWSC GHU
9:30 かじがやFC - 川崎ウィングス 川崎中央 9:30 GHU - 多摩ジュニアSC 久本SC
10:00 川崎中央 - 久本SC GHU 10:00 大空KSC - 枡形FWSC 多摩ジュニアSC
10:30 かじがやFC - GHU 久本SC 10:30 川崎ウィングス - 多摩ジュニアSC 枡形FWSC
11:00 川崎中央 - 枡形FWSC かじがやFC 11:00 大空KSC - 久本SC 川崎ウィングス
11:30 かじがやFC - 多摩ジュニアSC 川崎中央 11:30 川崎ウィングス - GHU 大空KSC
12:00 12:00
12:30 パープルズ 久地FC 津田山FC 12:30 エンジョイSC - 大谷戸SC 新城SC
13:00 津田山FC 高津FC パープルズ 13:00 新城SC - リバーFC エンジョイSC
13:30 パープルズ エンジョイSC 新城SC 13:30 久地FC - 大谷戸SC リバーFC
14:00 津田山FC 新城SC エンジョイSC 14:00 高津FC - リバーFC 大谷戸SC
14:30 パープルズ 大谷戸SC 津田山FC 14:30 久地FC - エンジョイSC 高津FC
15:00 津田山FC リバーFC パープルズ 15:00 高津FC - 新城SC 久地FC
15:30 15:30

高津FC
久地FC
新城SC
エンジョイSC

GHU
久本SC

リバーFC
大谷戸SC

副審２名
多摩ジュニアSC
枡形FWSC
川崎ウィングス
大空KSC

津田山FC
パープルズ
リバーFC
大谷戸SC

フレンドリーフレンドリー

フレンドリーフレンドリー

対戦 対戦副審２名
川崎ウィングス
大空KSC
かじがやFC
川崎中央

多摩ジュニアSC
枡形FWSC

高津FC
久地FC



2月22日（土）順位決定リーグ組み合わせ
１位リーグ E1 E2 E3 E4 勝点得失順位 ２位リーグ F1 F2 F3 F4 勝点得失順位

E1 F1
E2 F2
E3 F3
E4 F4

３位リーグ G1 G2 G3 G4 勝点得失順位 ４位リーグ H1 H2 H3 H4 勝点得失順位
G1 H1
G2 H2
G3 H3
G4 H4

2月22日（土）順位決定リーグスケジュール
Aコート　会場担当未定 Bコート　会場担当未定
開始時刻 主審・４審 開始時刻 主審・４審
9:00 - 9:00 -
9:30 - 9:30 -
10:00 - 10:00 -
10:30 - 10:30 -
11:00 - 11:00 -
11:30 - 11:30 -
12:00 12:00
12:30 - 12:30 -
13:00 - 13:00 -
13:30 - 13:30 -
14:00 - 14:00 -
14:30 - 14:30 -
15:00 - 15:00 -
15:30 15:30

副審２名

表彰式・フレンドリー 表彰式・フレンドリー

表彰式・フレンドリー 表彰式・フレンドリー

対戦 対戦副審２名
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