
5月 3日 雨天中止後のスケジュール及び対戦表 （5/5等々力運動広場が 5/3斎藤旗予備日で使用不可、大幅組み直し） 

 5版：5/3作成 川崎中央 K 草光 

 

 

グループA グループB
二日目 二日目
5/4 等々力多目的広場A 5/4 等々力多目的広場B

会場担当 川崎中央K (ゴール１組持参） 会場担当 津田山FCX （会場既設ゴール使用）

K.O時刻 主/4審 副審 K.O時刻 主/4審 副審

1 10:00 ウイングスFC 川崎中央K 橘SC エンジョイG 1 10:00 GHU エンジョイY 大空KSC 津田山FCX
2 10:30 エンジョイG 橘SC 高津FC 久本SC 2 10:30 津田山FCX 大空KSC 久地FC かじがやFC
3 11:00 高津FC 久本SC 津田山FCZ ウイングスFC 3 11:00 久地FC かじがやFC 千年SC GHU
4 11:30 ウイングスFC 津田山FCZ 川崎中央K 高津FC 4 11:30 GHU 千年SC エンジョイY 久地FC
5 12:00 川崎中央K エンジョイG ウイングスFC 橘SC 5 12:00 エンジョイY 津田山FCX GHU 大空KSC
6 12:30 高津FC 橘SC 久本SC 津田山FCZ 6 12:30 久地FC 大空KSC 千年SC かじがやFC
7 13:00 久本SC 津田山FCZ エンジョイG 川崎中央K 7 13:00 かじがやFC 千年SC 津田山FCX エンジョイY
8 13:30 エンジョイG ウイングスFC 高津FC 久本SC 8 13:30 津田山FCX GHU かじがやFC 久地FC
9 14:00 川崎中央K 高津FC 橘SC 津田山FCZ 9 14:00 エンジョイY 久地FC 大空KSC 千年SC

10 14:30 橘SC 久本SC 川崎中央K エンジョイG 10 14:30 大空KSC かじがやFC エンジョイY 津田山FCX
11 15:00 津田山FCZ エンジョイG 久本SC 橘SC 11 15:00 千年SC 津田山FCX かじがやFC 大空KSC

三日目 三日目
5/5 等々力運動広場 5/5　北見方B（下流側）

会場担当 橘SC （会場既設ゴール使用） 会場担当 大空KSC （会場既設ゴール使用）

K.O時刻 主/4審 副審 K.O時刻 主/4審 副審

1 10:00 津田山FCZ 橘SC ウイングスFC 高津FC 1 10:00 久地FC 津田山FCX エンジョイY 千年SC
2 10:30 ウイングスFC 高津FC 川崎中央K 久本SC 2 10:30 千年SC エンジョイY 津田山FCX 久地FC
3 11:00 川崎中央K 久本SC 橘SC ウイングスFC 3 11:00 GHU 大空KSC かじがやFC 津田山FCX
4 11:30 ウイングスFC 橘SC 津田山FCZ 川崎中央K 4 11:30 津田山FCX かじがやFC GHU 大空KSC
5 12:00 川崎中央K 津田山FCZ 高津FC エンジョイG 5 12:00 久地FC 千年SC 津田山FCX エンジョイY
6 12:30 エンジョイG 高津FC ウイングスFC 津田山FCZ 6 12:30 エンジョイY 大空KSC 久地FC GHU
7 13:00 久本SC ウイングスFC エンジョイG 橘SC 7 13:00 かじがやFC GHU 大空KSC 千年SC
8 13:30 橘SC 川崎中央K 久本SC ウイングスFC 8 13:30 大空KSC 千年SC GHU かじがやFC
9 14:00 高津FC 津田山FCZ エンジョイG 川崎中央K 9 14:00 GHU 久地FC 千年SC エンジョイY

10 14:30 久本SC エンジョイG 津田山FCZ 高津FC 10 14:30 エンジョイY かじがやFC 久地FC GHU

※15時以降高津区トレセンで使用予定

対戦チーム 対戦チーム

対戦チーム 対戦チーム


