
ＫＪＳ３年生リーグ【前期】
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【運営協力】スパークス、ひまわり・イレブンス、NU広谷SC、バッハロー・パンサー

【担当理事】永島理事、山本理事



【４月２４日（土）】

主審

① 9:00 ライオンズ - 笠幡FC スパークス ライオンズ 笠幡FC

② 9:40 スパークス - 笠幡FC ライオンズ スパークス 笠幡FC

③ 10:20 スパークス - FC古谷 笠幡FC スパークス FC古谷

④ 11:00 ライオンズ - FC古谷 スパークス ライオンズ FC古谷

⑤ 11:40

⑥ 12:20 NU広谷SC - 岡田SC バッハロー・パンサー NU広谷SC 岡田SC

⑦ 13:00 NU広谷SC - バッハロー・パンサー 岡田SC NU広谷SC バッハロー・パンサー

⑧ 13:40 イーグルファイター - バッハロー・パンサー NU広谷SC イーグルファイター バッハロー・パンサー

主審

① 9:00 ヤンガース - FC古谷 霞ヶ関少年 ヤンガース FC古谷

② 9:40 霞ヶ関少年 - ひまわり・イレブンス FC古谷 霞ヶ関少年 ひまわり・イレブンス

③ 10:20 ライオンズ - ひまわり・イレブンス ヤンガース ライオンズ ひまわり・イレブンス

④ 11:00 ヤンガース - 霞ヶ関少年 ひまわり・イレブンス ヤンガース 霞ヶ関少年

⑤ 11:40

⑥ 12:20 福原SC - イーグルファイター ファースト芳野 福原SC イーグルファイター

⑦ 13:00 福原SC - ファースト芳野 イーグルファイター 福原SC ファースト芳野

⑧ 13:40 福原SC - 岡田SC ファースト芳野 福原SC 岡田SC

※会場設営は、Aブロック担当（8:00～）、片付けは、Bブロック担当（試合終了後）

※副審は、当該チームでお願いします。

ブロック入替時間

ブロック入替時間

芳野台グラウンド　　Ｂ　面

組み合わせ 副審

No 時間
芳野台グラウンド　　Ａ　面

組み合わせ 副審

ＫＪＳ３年生リーグ（前期①）

※コロナ対策として、試合が連続の場合がありますので、適宜時間調整をお願いします。

※試合終了後は、速やかに帰宅をお願いします。

No 時間



【５月２２日（土）】

主審

① 9:00 ひまわり・イレブンス - 笠幡FC スパークス ひまわり・イレブンス 笠幡FC

② 9:40 スパークス - ひまわり・イレブンス 笠幡FC スパークス ひまわり・イレブンス

③ 10:20 ヤンガース - 笠幡FC ひまわり・イレブンス ヤンガース 笠幡FC

④ 11:00

⑤ 11:40 NU広谷SC - ファースト芳野 イーグルファイター NU広谷SC ファースト芳野

⑥ 12:20 NU広谷SC - イーグルファイター ファースト芳野 NU広谷SC イーグルファイター

⑦ 13:00 ファースト芳野 - イーグルファイター NU広谷SC ファースト芳野 イーグルファイター

⑧ 13:40 -

主審

① 9:00 ライオンズ - ヤンガース 霞ヶ関少年 ライオンズ ヤンガース

② 9:40 ライオンズ - 霞ヶ関少年 ヤンガース ライオンズ 霞ヶ関少年

③ 10:20 スパークス - 霞ヶ関少年 ライオンズ スパークス 霞ヶ関少年

④ 11:00

⑤ 11:40

⑥ 12:20

⑦ 13:00 -

⑧ 13:40 -

※会場設営は、Aブロック担当（8:00～）、片付けは、Bブロック担当（試合終了後）

※副審は、当該チームでお願いします。

ブロック入替時間

No 時間
芳野台グラウンド　　Ａ　面

組み合わせ 副審

ブロック入替時間

芳野台グラウンド　　Ｂ　面

組み合わせ 副審

ＫＪＳ３年生リーグ（前期②）

※コロナ対策として、試合が連続の場合がありますので、適宜時間調整をお願いします。

※試合終了後は、速やかに帰宅をお願いします。

No 時間



【６月１２日（土）】

主審

① 9:00 ヤンガース - ひまわり・イレブンス スパークス ヤンガース ひまわり・イレブンス

② 9:40 スパークス - ヤンガース ひまわり・イレブンス スパークス ヤンガース

③ 10:20 スパークス - ライオンズ ヤンガース スパークス ライオンズ

④ 11:00 ひまわり・イレブンス - FC古谷 ライオンズ ひまわり・イレブンス FC古谷

⑤ 11:40

⑥ 12:20 ファースト芳野 - 岡田SC イーグルファイター ファースト芳野 岡田SC

⑦ 13:00 イーグルファイター - 岡田SC 福原SC イーグルファイター 岡田SC

⑧ 13:40 バッハロー・パンサー - 岡田SC 福原SC バッハロー・パンサー 岡田SC

主審

① 9:00 霞ヶ関少年 - FC古谷 笠幡FC 霞ヶ関少年 FC古谷

② 9:40 FC古谷 - 笠幡FC 霞ヶ関少年 FC古谷 笠幡FC

③ 10:20 霞ヶ関少年 - 笠幡FC FC古谷 霞ヶ関少年 笠幡FC

④ 11:00 福原SC - バッハロー・パンサー 岡田SC 福原SC バッハロー・パンサー

⑤ 11:40

⑥ 12:20 NU広谷SC - 福原SC バッハロー・パンサー NU広谷SC 福原SC

⑦ 13:00 ファースト芳野 - バッハロー・パンサー NU広谷SC ファースト芳野 バッハロー・パンサー

⑧ 13:40 NU広谷SC - イーグルファイター ファースト芳野 NU広谷SC イーグルファイター

※会場設営は、Aブロック担当（8:00～）、片付けは、Bブロック担当（試合終了後）

※副審は、当該チームでお願いします。

：フレンドリーマッチ

※コロナ対策として、試合が連続の場合がありますので、適宜時間調整をお願いします。

※試合終了後は、速やかに帰宅をお願いします。

ブロック入替時間

ブロック入替時間

副審

No 時間
芳野台グラウンド　　Ｂ　面

組み合わせ 副審

ＫＪＳ３年生リーグ（前期③）

No 時間
芳野台グラウンド　　Ａ　面

組み合わせ
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