
4月19日（日）

ＮＯ キックオフ 主審 副審 副審

1 14:00 FC隼 vs 横浜ジュニオールSC 大豆戸 N２SC 鴨志田

2 14:40 西谷FC vs 大門FC ジュニオール 隼 隼

3 15:20 N2SC vs 鴨志田第一FC 西谷 大門 大門

4 16:00 大豆戸FC（A） vs 南ヶ丘キッカーズ N２SC 鴨志田 鴨志田

5 16:40 いずみ野SC vs サザンFC 大豆戸 南ヶ丘 南ヶ丘

6 17:20 大豆戸FC（A） vs 大門FC いずみ野 サザン Fariu

4月26日（日）

ＮＯ キックオフ 主審 副審 副審

7 14:00 横浜ジュニオールSC vs いずみ野SC 大豆戸 大門 N2SC

8 14:40 鴨志田第一FC vs FC隼 ジュニオール いずみ野 いずみ野

9 15:20 大門FC vs N2SC 鴨志田 隼 隼

10 16:00 大豆戸FC（A） vs いずみ野SC 大門 N2SC N2SC

11 16:40 南ヶ丘キッカーズ vs 西谷FC 大豆戸 いずみ野 いずみ野

12 17:20 大豆戸FC（A） vs FC隼 南ヶ丘 西谷 西谷

5月3日（日）

ＮＯ キックオフ 主審 副審 副審

13 14:00 横浜ジュニオールSC vs N2SC 大門 南ヶ丘 南ヶ丘

14 14:40 鴨志田第一FC vs 西谷FC ジュニオール N2SC N2SC

15 15:20 大門FC vs 南ヶ丘キッカーズ 鴨志田 西谷 西谷

16 16:00 サザンFC vs FC隼 南ヶ丘 大門 大門

17 16:40 いずみ野SC vs N2SC サザン 隼 隼

18 17:20 サザンFC vs 西谷FC N2SC いずみ野 いずみ野

5月10日（日）

ＮＯ キックオフ 主審 副審 副審

19 14:00 南ヶ丘キッカーズ vs サザンFC 大豆戸 いずみ野 いずみ野

20 14:40 鴨志田第一FC vs 大門FC 南ヶ丘 サザン サザン

21 15:20 いずみ野SC vs 南ヶ丘キッカーズ 鴨志田 大門 大門

予選リーグ

予選リーグ

大豆戸小学校

FA－１２ブロック

FA－１２ブロック

予選リーグ

FA－１２ブロック

予選リーグ

大豆戸小学校

大豆戸小学校

大豆戸小学校

FA－１２ブロック



22 16:00 大豆戸FC（A） vs N2SC いずみ野 南ヶ丘 南ヶ丘

23 16:40 サザンFC vs 大門FC 大豆戸 N2SC N2SC

24 17:20 大豆戸FC（A） vs 西谷FC サザン 大門 大門

5月17日（日）

ＮＯ キックオフ 主審 副審 副審

25 14:00 横浜ジュニオールSC vs 鴨志田第一FC サザン 西谷 隼

26 14:40 FC隼 vs 西谷FC ジュニオール 鴨志田 鴨志田

27 15:20 サザンFC vs 横浜ジュニオールSC 隼 西谷 西谷

28 16:00 いずみ野SC vs 鴨志田第一FC N２SC 南ヶ丘 南ヶ丘

29 16:40 FC隼 vs 大門FC 鴨志田 いずみ野 いずみ野

30 17:20 N2SC vs 南ヶ丘キッカーズ いずみ野 大門 大門

5月24日（日）

ＮＯ キックオフ 主審 副審 副審

31 14:00 南ヶ丘キッカーズ vs FC隼 大豆戸 ジュニオール 南ヶ丘

32 14:40 大門FC vs いずみ野SC 南ヶ丘 隼 隼

33 15:20 横浜ジュニオールSC vs 南ヶ丘キッカーズ 大門 いずみ野 いずみ野

34 16:00 大豆戸FC（A） vs 鴨志田第一FC ジュニオール サザン サザン

35 16:40 西谷FC vs N2SC 大豆戸 鴨志田 鴨志田

36 17:20 大豆戸FC（A） vs サザンFC 西谷 N2SC N2SC

6月7日（日）

ＮＯ キックオフ 主審 副審 副審

37 14:00 南ヶ丘キッカーズ vs 鴨志田第一FC 大豆戸 サザン サザン

38 14:40 西谷FC vs 横浜ジュニオールSC 鴨志田 南ヶ丘 南ヶ丘

39 15:20 鴨志田第一FC vs サザンFC ジュニオール 西谷 西谷

40 16:00 大門FC vs 横浜ジュニオールSC サザン いずみ野 いずみ野

41 16:40 N2SC vs サザンFC ジュニオール 大門 大門

42 17:20 FC隼 vs いずみ野SC 大豆戸 N２SC N２SC

6月14日（日）

予選リーグ

FA－１２ブロック 大豆戸小学校

FA－１２ブロック

FA－１２ブロック

予選リーグ

大豆戸小学校

大豆戸小学校

FA－１２ブロック 大豆戸小学校

予選リーグ



ＮＯ キックオフ 主審 副審 副審

43 15:20 西谷FC vs いずみ野SC 大豆戸 ジュニオール ジュニオール

44 16:00 N2SC vs FC隼 西谷 いずみ野 いずみ野

45 16:40 大豆戸FC（A） vs 横浜ジュニオールSC N2SC 隼 隼

予選リーグ


