
2013年7月29日2013年7月29日2013年7月29日2013年7月29日

1111 9:309:309:309:30 ～～～～ 10:0510:0510:0510:05 入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー vsvsvsvs 明海　Ａ明海　Ａ明海　Ａ明海　Ａ マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ グランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂ vsvsvsvs 見明川見明川見明川見明川 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ ワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズ

2222 10:1010:1010:1010:10 ～～～～ 10:4510:4510:4510:45 高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ vsvsvsvs マリーナ　Ａマリーナ　Ａマリーナ　Ａマリーナ　Ａ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ ＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソン ＦＣ　浦安　ＢＦＣ　浦安　ＢＦＣ　浦安　ＢＦＣ　浦安　Ｂ vsvsvsvs ＪＳＣＪＳＣＪＳＣＪＳＣ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ

3333 10:5010:5010:5010:50 ～～～～ 11:2511:2511:2511:25 高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ vsvsvsvs ワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズ グランノバグランノバグランノバグランノバ 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　 vsvsvsvs 舞浜　ホワイト舞浜　ホワイト舞浜　ホワイト舞浜　ホワイト マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ

4444 11:3011:3011:3011:30 ～～～～ 12:0512:0512:0512:05 入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー vsvsvsvs マリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータ 見明川ＳＣ見明川ＳＣ見明川ＳＣ見明川ＳＣ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ 明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ vsvsvsvs ギャルソン　Ａギャルソン　Ａギャルソン　Ａギャルソン　Ａ 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ 浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ

5555 12:1012:1012:1012:10 ～～～～ 12:4512:4512:4512:45 高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ vsvsvsvs ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ ＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソン ワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズ vsvsvsvs 舞浜　ホワイト舞浜　ホワイト舞浜　ホワイト舞浜　ホワイト マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ グランノバグランノバグランノバグランノバ

6666 12:5012:5012:5012:50 ～～～～ 13:2513:2513:2513:25 入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー vsvsvsvs 明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ マリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータ vsvsvsvs ギャルソン　Ａギャルソン　Ａギャルソン　Ａギャルソン　Ａ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ イーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒ

7777 13:3013:3013:3013:30 ～～～～ 14:0514:0514:0514:05 高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ vsvsvsvs グランノバ　Ａグランノバ　Ａグランノバ　Ａグランノバ　Ａ ワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズ マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ 入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ vsvsvsvs 舞浜　Ｂ舞浜　Ｂ舞浜　Ｂ舞浜　Ｂ ＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソン ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安

8888 14:1014:1014:1014:10 ～～～～ 14:4514:4514:4514:45 高洲　Ｃ高洲　Ｃ高洲　Ｃ高洲　Ｃ vsvsvsvs イースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒ グランノバグランノバグランノバグランノバ 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ マリーナＣマリーナＣマリーナＣマリーナＣ vsvsvsvs ギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ

1111 9:009:009:009:00 ～～～～ 9:359:359:359:35 高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ vsvsvsvs 舞浜　ホワイト舞浜　ホワイト舞浜　ホワイト舞浜　ホワイト 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ ワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズ vsvsvsvs ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ グランノバグランノバグランノバグランノバ

2222 9:409:409:409:40 ～～～～ 10:1510:1510:1510:15 入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー vsvsvsvs ギャルソン　Ａギャルソン　Ａギャルソン　Ａギャルソン　Ａ イーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒ 見明川ＳＣ見明川ＳＣ見明川ＳＣ見明川ＳＣ マリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータ vsvsvsvs 明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ

3333 10:2010:2010:2010:20 ～～～～ 10:5510:5510:5510:55 高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ vsvsvsvs 舞浜　ブラック舞浜　ブラック舞浜　ブラック舞浜　ブラック ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安 マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ 入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ vsvsvsvs グランノバ　Ａグランノバ　Ａグランノバ　Ａグランノバ　Ａ ＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソン ワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズ

4444 11:0011:0011:0011:00 ～～～～ 11:3511:3511:3511:35 高洲　Ｃ高洲　Ｃ高洲　Ｃ高洲　Ｃ vsvsvsvs ギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂ 浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ マリーナ　シータマリーナ　シータマリーナ　シータマリーナ　シータ vsvsvsvs イースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ

5555 11:4011:4011:4011:40 ～～～～ 12:1512:1512:1512:15 高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ vsvsvsvs 入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ 見明川ＳＣ見明川ＳＣ見明川ＳＣ見明川ＳＣ グランノバ　Ａグランノバ　Ａグランノバ　Ａグランノバ　Ａ vsvsvsvs 舞浜　ブラック舞浜　ブラック舞浜　ブラック舞浜　ブラック 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安

6666 12:2012:2012:2012:20 ～～～～ 12:5512:5512:5512:55 高洲　Ｃ高洲　Ｃ高洲　Ｃ高洲　Ｃ vsvsvsvs マリーナ　シータマリーナ　シータマリーナ　シータマリーナ　シータ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ グランノバグランノバグランノバグランノバ イースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒ vsvsvsvs ギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂ 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ 浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ

7777 13:0013:0013:0013:00 ～～～～ 13:3513:3513:3513:35 入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー vsvsvsvs グランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂ ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ 明海　Ａ明海　Ａ明海　Ａ明海　Ａ vsvsvsvs 見明川見明川見明川見明川 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ

8888 13:4013:4013:4013:40 ～～～～ 14:1514:1514:1514:15 高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ vsvsvsvs ＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ グランノバグランノバグランノバグランノバ ＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソン マリーナ　アルファマリーナ　アルファマリーナ　アルファマリーナ　アルファ vsvsvsvs ＪＳＣＪＳＣＪＳＣＪＳＣ イーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ

9999 14:2014:2014:2014:20 ～～～～ 14:5514:5514:5514:55 入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー vsvsvsvs 見明川見明川見明川見明川 マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安 明海　Ａ明海　Ａ明海　Ａ明海　Ａ vsvsvsvs グランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂ 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ

10101010 15:0015:0015:0015:00 ～～～～ 15:3515:3515:3515:35 高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ vsvsvsvs ＪＳＣＪＳＣＪＳＣＪＳＣ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ ＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソン マリーナ　Ａマリーナ　Ａマリーナ　Ａマリーナ　Ａ vsvsvsvs ＦＣ浦安　ＢＦＣ浦安　ＢＦＣ浦安　ＢＦＣ浦安　Ｂ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ

22

A面A面A面A面 B面B面B面B面

対戦対戦対戦対戦 審判審判審判審判 対戦対戦対戦対戦 審判審判審判審判

1111 10:0010:0010:0010:00 ～～～～ 10:3510:3510:3510:35 ギャルソンAギャルソンAギャルソンAギャルソンA vsvsvsvs 高洲Ｃ高洲Ｃ高洲Ｃ高洲Ｃ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ ワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズ マリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータ vsvsvsvs マリーナ　シータマリーナ　シータマリーナ　シータマリーナ　シータ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ ＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソン

2222 10:4010:4010:4010:40 ～～～～ 11:1511:1511:1511:15 舞浜ホワイト舞浜ホワイト舞浜ホワイト舞浜ホワイト vsvsvsvs 明海 A明海 A明海 A明海 A マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ ワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズ vsvsvsvs 舞浜　ブラック舞浜　ブラック舞浜　ブラック舞浜　ブラック 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ ＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソン

3333 11:2011:2011:2011:20 ～～～～ 11:5511:5511:5511:55 ギャルソンAギャルソンAギャルソンAギャルソンA vsvsvsvs 高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安 マリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータ vsvsvsvs マリーナ　アルファマリーナ　アルファマリーナ　アルファマリーナ　アルファ 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ イーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒ

4444 12:0012:0012:0012:00 ～～～～ 12:3512:3512:3512:35 舞浜ホワイト舞浜ホワイト舞浜ホワイト舞浜ホワイト vsvsvsvs 高洲Ｃ高洲Ｃ高洲Ｃ高洲Ｃ マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ ワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズ vsvsvsvs マリーナ　シータマリーナ　シータマリーナ　シータマリーナ　シータ 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ ＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソン

5555 12:4012:4012:4012:40 ～～～～ 13:1513:1513:1513:15 ギャルソンAギャルソンAギャルソンAギャルソンA 明海 A明海 A明海 A明海 A 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ 見明川ＳＣ見明川ＳＣ見明川ＳＣ見明川ＳＣ 舞浜ブラック舞浜ブラック舞浜ブラック舞浜ブラック マリーナ　アルファマリーナ　アルファマリーナ　アルファマリーナ　アルファ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安

6666 13:2013:2013:2013:20 ～～～～ 13:5513:5513:5513:55 入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー vsvsvsvs イースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒ マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ ワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズ 明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ vsvsvsvs ギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安

7777 14:0014:0014:0014:00 ～～～～ 14:3514:3514:3514:35 高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ vsvsvsvs 見明川見明川見明川見明川 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ 入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ vsvsvsvs 入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ ＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソン

8888 14:4014:4014:4014:40 ～～～～ 15:1515:1515:1515:15 入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー vsvsvsvs ＪＳＣＪＳＣＪＳＣＪＳＣ イーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒ 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ 明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ vsvsvsvs ＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ

9999 15:2015:2015:2015:20 ～～～～ 15:5515:5515:5515:55 高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ vsvsvsvs 見明川見明川見明川見明川 マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　 入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ

10101010 16:0016:0016:0016:00 ～～～～ 16:3516:3516:3516:35 高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ vsvsvsvs イースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ 入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ vsvsvsvs ギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂ 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ 浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ

11111111 16:4016:4016:4016:40 ～～～～ 17:1517:1517:1517:15 高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ vsvsvsvs 入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー ＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソン 見明川ＳＣ見明川ＳＣ見明川ＳＣ見明川ＳＣ ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　 vsvsvsvs 明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ

6/22（土）日の出小学校6/22（土）日の出小学校6/22（土）日の出小学校6/22（土）日の出小学校

対戦対戦対戦対戦

審判審判審判審判 対戦対戦対戦対戦

6/1（土）　明海球技場6/1（土）　明海球技場6/1（土）　明海球技場6/1（土）　明海球技場

6/8（土）　明海球技場6/8（土）　明海球技場6/8（土）　明海球技場6/8（土）　明海球技場

対戦対戦対戦対戦

B面B面B面B面

審判審判審判審判

B面B面B面B面

審判審判審判審判

A面A面A面A面

対戦対戦対戦対戦 審判審判審判審判

2013年度　3年生　前期リーグ戦・試合日程表2013年度　3年生　前期リーグ戦・試合日程表2013年度　3年生　前期リーグ戦・試合日程表2013年度　3年生　前期リーグ戦・試合日程表

A面A面A面A面
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A面A面A面A面 B面B面B面B面

対戦対戦対戦対戦 審判審判審判審判 対戦対戦対戦対戦 審判審判審判審判

1111 8:208:208:208:20 ～～～～ 8:558:558:558:55 舞浜ホワイト舞浜ホワイト舞浜ホワイト舞浜ホワイト vsvsvsvs グランノバ　Aグランノバ　Aグランノバ　Aグランノバ　A 浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ ＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソン ワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズ vsvsvsvs マリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ グランノバグランノバグランノバグランノバ

2222 9:009:009:009:00 ～～～～ 9:359:359:359:35 明海 A明海 A明海 A明海 A vsvsvsvs 高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安 舞浜　ブラック舞浜　ブラック舞浜　ブラック舞浜　ブラック vsvsvsvs マリーナ　シータマリーナ　シータマリーナ　シータマリーナ　シータ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ ＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソン

3333 9:409:409:409:40 ～～～～ 10:1510:1510:1510:15 グランノバ　Aグランノバ　Aグランノバ　Aグランノバ　A vsvsvsvs 高洲Ｃ高洲Ｃ高洲Ｃ高洲Ｃ 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ ワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズ グランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂ vsvsvsvs マリーナ　アルファマリーナ　アルファマリーナ　アルファマリーナ　アルファ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ

4444 10:2010:2010:2010:20 ～～～～ 10:5510:5510:5510:55 舞浜ホワイト舞浜ホワイト舞浜ホワイト舞浜ホワイト vsvsvsvs ギャルソンAギャルソンAギャルソンAギャルソンA 浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ浦安ＪＳＣ イーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒ マリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータ vsvsvsvs 舞浜　ブラック舞浜　ブラック舞浜　ブラック舞浜　ブラック 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安

5555 11:0011:0011:0011:00 ～～～～ 11:3511:3511:3511:35 高洲Ｃ高洲Ｃ高洲Ｃ高洲Ｃ vsvsvsvs 明海 A明海 A明海 A明海 A グランノバグランノバグランノバグランノバ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ ワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズ vsvsvsvs マリーナ　アルファマリーナ　アルファマリーナ　アルファマリーナ　アルファ 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ 見明川ＳＣ見明川ＳＣ見明川ＳＣ見明川ＳＣ

6666 11:4011:4011:4011:40 ～～～～ 12:1512:1512:1512:15 舞浜ホワイト舞浜ホワイト舞浜ホワイト舞浜ホワイト vsvsvsvs 高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安 マリーナ　シータマリーナ　シータマリーナ　シータマリーナ　シータ vsvsvsvs グランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂ イーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ

7777 12:2012:2012:2012:20 ～～～～ 12:5512:5512:5512:55 イースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒ vsvsvsvs ＪＳＣＪＳＣＪＳＣＪＳＣ 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ ワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズ ギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂ vsvsvsvs ＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ

8888 13:0013:0013:0013:00 ～～～～ 13:3513:3513:3513:35 グランノバ　Aグランノバ　Aグランノバ　Aグランノバ　A vsvsvsvs 明海 A明海 A明海 A明海 A マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ 入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ入船ＳＳＣ 舞浜　ブラック舞浜　ブラック舞浜　ブラック舞浜　ブラック vsvsvsvs グランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂ ＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソン 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ

9999 13:4013:4013:4013:40 ～～～～ 14:1514:1514:1514:15 高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ vsvsvsvs 高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ グランノバグランノバグランノバグランノバ ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　 vsvsvsvs 入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ イーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒイーストＪｒ

10101010 14:2014:2014:2014:20 ～～～～ 14:5514:5514:5514:55 入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー vsvsvsvs 見明川見明川見明川見明川 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ 明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ vsvsvsvs 入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ グランノバグランノバグランノバグランノバ

11111111 15:0015:0015:0015:00 ～～～～ 15:3515:3515:3515:35 高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ vsvsvsvs イースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒ マリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣマリーナＦＣ グランノバグランノバグランノバグランノバ ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　 vsvsvsvs ギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ

12121212 15:4015:4015:4015:40 ～～～～ 16:1516:1516:1516:15 高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ vsvsvsvs ＪＳＣＪＳＣＪＳＣＪＳＣ 舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ舞浜ＦＣ ＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソンＦＣギャルソン 入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ vsvsvsvs ＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ 見明川ＳＣ見明川ＳＣ見明川ＳＣ見明川ＳＣ 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ

13131313 16:2016:2016:2016:20 ～～～～ 16:5516:5516:5516:55 イースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒイースト　Ｊｒ vsvsvsvs 見明川見明川見明川見明川 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安 ギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂギャルソン　Ｂ vsvsvsvs 入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ グランノバグランノバグランノバグランノバ

A面A面A面A面 B面B面B面B面

対戦対戦対戦対戦 審判審判審判審判 対戦対戦対戦対戦 審判審判審判審判

1111 11:3011:3011:3011:30 ～～～～ 12:0512:0512:0512:05 見明川見明川見明川見明川 vsvsvsvs ＪＳＣＪＳＣＪＳＣＪＳＣ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ グランノバグランノバグランノバグランノバ ワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズワンダー　キッズ vsvsvsvs グランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂ ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安 入船少年ＳＣ入船少年ＳＣ入船少年ＳＣ入船少年ＳＣ

2222 12:1012:1012:1012:10 ～～～～ 12:4512:4512:4512:45 ギャルソンAギャルソンAギャルソンAギャルソンA vsvsvsvs グランノバ　Aグランノバ　Aグランノバ　Aグランノバ　A 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ ＪＳＣＪＳＣＪＳＣＪＳＣ 高洲Ｃ高洲Ｃ高洲Ｃ高洲Ｃ vsvsvsvs 高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ グランノバグランノバグランノバグランノバ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ

3333 12:5012:5012:5012:50 ～～～～ 13:2513:2513:2513:25 高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ高洲　Ａ vsvsvsvs ＪＳＣＪＳＣＪＳＣＪＳＣ 見明川見明川見明川見明川 入船少年ＳＣ入船少年ＳＣ入船少年ＳＣ入船少年ＳＣ 入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー入船　イエロー vsvsvsvs ＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ グランノバグランノバグランノバグランノバ 明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ明海ＦＣ

4444 13:3013:3013:3013:30 ～～～～ 14:0514:0514:0514:05 グランノバ　Aグランノバ　Aグランノバ　Aグランノバ　A vsvsvsvs 高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ高洲　Ｄ ギャルソンギャルソンギャルソンギャルソン 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ 明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ明海　Ｂ vsvsvsvs 入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ入船　オレンジ ワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズワンダーキッズ ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安

5555 14:1014:1014:1014:10 ～～～～ 14:4514:4514:4514:45 入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー入船　ブルー vsvsvsvs 高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ高洲　Ｂ ＪＳＣＪＳＣＪＳＣＪＳＣ 高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ高洲ＳＣ ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　ＦＣ浦安 レアル　 vsvsvsvs ＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞＦＣ　浦安　ﾌﾞﾙｰﾊﾞｰﾄﾞ 入船少年ＳＣ入船少年ＳＣ入船少年ＳＣ入船少年ＳＣ ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安ＦＣ浦安

8月4日8月4日8月4日8月4日

1111 15:0015:0015:0015:00 ～ 15:35 マリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータマリーナ　ベータ vsvsvsvs グランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂグランノバ　Ｂ

2222 15:4015:4015:4015:40 ～～～～ 16:15 マリーナ　シータマリーナ　シータマリーナ　シータマリーナ　シータ vsvsvsvs マリーナ　アルファマリーナ　アルファマリーナ　アルファマリーナ　アルファ

日の出南小学校日の出南小学校日の出南小学校日の出南小学校

7/13(土）　明海球技場7/13(土）　明海球技場7/13(土）　明海球技場7/13(土）　明海球技場

7月２８日　明海小学校7月２８日　明海小学校7月２８日　明海小学校7月２８日　明海小学校


