
少年チーム代表者殿 板橋Ｕ１２ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ2014(Ⅰ期日程）  チーム名に下線は責任チームです

板橋Ｕ１２サッカーリーグ対戦スケジュール 2014年  5月  12日版

月／日 会　場 ０９：００ 審 ０９：５０ 審 インタ

ーバル １１：００ 審 １１：５０ 審 インタ

ーバル １３：００ 審 １３：５０ 審 インタ

ーバル １５：００ 審 １５：５０ 審

ペガサス アズサ アズサ ペガサス レパード 朝鮮 朝鮮 レパード 北前野 アミーゴ アミーゴ 北前野 志村東 成増 成増 志村東

対 朝鮮 対 レパード 対 ペガサス 対 アズサ 対 成増 対 志村東 対 北前野 対 アミーゴ

レパード 朝鮮 アズサ ペガサス 志村東 成増 アミーゴ 北前野

九曜 向原 向原 九曜 ビートル 熊野 熊野 ビートル 下赤塚 シルバー シルバー 下赤塚 リトル プログレット プログレット リトル

対 熊野 対 ビートル 対 九曜 対 向原 対 プログレット 対 リトル 対 下赤塚 対 シルバー

ビートル 熊野 向原 九曜 リトル プログレット シルバー 下赤塚

高島平 ゴールデン ゴールデン 高島平 徳丸 中台 中台 徳丸 BLUE リオ リオ BLUE 北野 北前野 北前野 北野

対 中台 対 徳丸 対 高島平 対 ゴールデン 対 北前野 対 北野 対 BLUE 対 リオ

徳丸 中台 ゴールデン 高島平 北野 北前野 リオ BLUE

熊野 向原 向原 熊野 桜川 志村東 志村東 桜川 リトル 徳丸 徳丸 リトル レパード ときわ台 ときわ台 レパード

対 志村東 対 桜川 対 熊野 対 向原 対 ときわ台 対 レパード 対 リトル 対 徳丸

桜川 志村東 向原 熊野 レパード ときわ台 徳丸 リトル

アズサ ペガサス ペガサス アズサ 下赤塚 中台 中台 下赤塚 シルバー プログレット プログレット シルバー 高島平 ゴールデン ゴールデン 高島平

対 中台 対 下赤塚 対 アズサ 対 ペガサス 対 ゴールデン 対 高島平 対 シルバー 対 プログレット

下赤塚 中台 ペガサス アズサ 高島平 ゴールデン プログレット シルバー

リオ アミーゴ アミーゴ リオ BLUE ビートル ビートル BLUE 徳丸 レパード レパード 徳丸 シルバー 朝鮮 朝鮮 シルバー

対 ビートル 対 BLUE 対 リオ 対 アミーゴ 対 朝鮮 対 シルバー 対 徳丸 対 レパード

BLUE ビートル アミーゴ リオ シルバー 朝鮮 レパード 徳丸

リオ 桜川 桜川 リオ BLUE ビートル ビートル BLUE 徳丸 レパード レパード 徳丸 シルバー 朝鮮 朝鮮 シルバー

対 ビートル 対 BLUE 対 リオ 対 桜川 対 朝鮮 対 シルバー 対 徳丸 対 レパード

BLUE ビートル 桜川 リオ シルバー 朝鮮 レパード 徳丸

ゴールデン 中台 中台 ゴールデン ときわ台 下赤塚 下赤塚 ときわ台 志村東 熊野 熊野 志村東 北野 成増 成増 北野

対 下赤塚 対 ときわ台 対 ゴールデン 対 中台 対 成増 対 北野 対 志村東 対 熊野

ときわ台 下赤塚 中台 ゴールデン 北野 成増 熊野 志村東

桜川 向原 向原 桜川 九曜 北前野 北前野 九曜 プログレット 高島平 高島平 プログレット 朝鮮 リトル リトル 朝鮮

対 北前野 対 九曜 対 桜川 対 向原 対 リトル 対 朝鮮 対 プログレット 対 高島平

九曜 北前野 向原 桜川 朝鮮 リトル 高島平 プログレット

審判：上段は主審と四審、下段は副審２名

●　審判は、割当ての試合に各チームから２名ずつ出してください。（審判員が揃えられない場合は、責任チーム代表者にご相談ください。）

責任チームの役割

午前： １．試合の実施判断（６時３０分を目安に連絡）　　２．開錠　　３．設営（第１・２試合のチームも協力）　　４．場内巡回　　５．試合結果記録（報告書作成・提出）

午後： ６．場内巡回　　７．試合結果記録（報告書作成・提出）　　８．終了後のグランド利用優先権     ９．後片付け、石灰在庫確認（不足の場合は報告書に記載）　　10．施錠

【注意事項】

１）　リーグ戦終了後のグランド使用は、後片付けも含めて１７時までです。

２）　高島平少年サッカー場内にアップスペースを設けます。ただし、試合中はボールを使用したウォーミングアップを禁止とします。

３）　高島平少年サッカー場への車両の乗り入れはご遠慮ください。駐輪は白線内に整理して停めてください。

４）　チームベンチテントは駐車場エリアの道路側にお願いします。また、場所は限られているため、各チームで譲り合いながら使用してください。大きな場所取りやピクニックテーブル等はご遠慮ください。

５）　喫煙は所定の場所でお願いします。

６）　ごみは必ず持ち帰ってください。
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