
開催日 開催日
予備日 予備日
主管 主管
会場 主審 副審 会場 主審 副審

①11：00 梅郷ＳＣ vs アクティブ ファンタジスタ船橋 ミナトＳＣ ①11：00 船橋イレブン vs カンガルー 高柳ＦＣ 市川真間
②12：00 ファンタジスタ船橋 vs ミナトＳＣ 梅郷ＳＣ 市川ＭＦＣ ②12：00 高柳ＦＣ vs 市川真間 船橋イレブン 東習志野
③13：00 梅郷ＳＣ vs 市川ＭＦＣ アクティブ ミナトＳＣ ③13：00 船橋イレブン vs 東習志野 カンガルー 市川真間
④14：00 アクティブ vs ファンタジスタ船橋 梅郷ＳＣ 市川ＭＦＣ ④14：00 カンガルー vs 高柳ＦＣ 船橋イレブン 東習志野
⑤15：00 ミナトＳＣ vs 市川ＭＦＣ アクティブ ファンタジスタ船橋 ⑤15：00 市川真間 vs 東習志野 カンガルー 高柳ＦＣ

開催日 開催日
予備日 予備日
主管 主管
会場 主審 副審 会場 主審 副審

① 梅郷ＳＣ vs ファンタジスタ船橋 市川ＭＦＣカンガルー ① アクティブ vs ミナトＳＣ 船橋イレブン 高柳ＦＣ
② 市川ＭＦＣ vs カンガルー 梅郷ＳＣ 市川真間 ② 船橋イレブン vs 高柳ＦＣ アクティブ 東習志野
③ 梅郷ＳＣ vs 市川真間 ファンタジスタ船橋 カンガルー ③ アクティブ vs 東習志野 ミナトＳＣ 高柳ＦＣ
④ ファンタジスタ船橋 vs 市川ＭＦＣ 梅郷ＳＣ 市川真間 ④ ミナトＳＣ vs 船橋イレブン アクティブ 東習志野
⑤ カンガルー vs 市川真間 ファンタジスタ船橋 市川ＭＦＣ ⑤ 高柳ＦＣ vs 東習志野 ミナトＳＣ 船橋イレブン

開催日 開催日
予備日 予備日
主管 主管
会場 主審 副審 会場 主審 副審

① 梅郷ＳＣ vs ミナトＳＣ カンガルー 東習志野 ① アクティブ vs 市川ＭＦＣ ファンタジスタ船橋 高柳ＦＣ
② カンガルー vs 東習志野 梅郷ＳＣ ミナトＳＣ ② ファンタジスタ船橋 vs 高柳ＦＣ アクティブ 市川真間
③ 梅郷ＳＣ vs 船橋イレブン ミナトＳＣ カンガルー ③ アクティブ vs 市川真間 市川ＭＦＣ 高柳ＦＣ
④ ミナトＳＣ vs カンガルー 梅郷ＳＣ 船橋イレブン ④ 市川ＭＦＣ vs 高柳ＦＣ アクティブ 市川真間

⑤ ファンタジスタ船橋 vs 市川真間 市川ＭＦＣ ファンタジスタ船橋

下総フレンドリーパーク 下総フレンドリーパーク

5月28日 5月28日
梅郷ＳＣ 審判 カンガルーＦＣ　Ａ 審判

審判
船橋市立市場小学校 習志野市袖ケ浦サッカー場

平成29年度　U12サッカーリーグin千葉

N9リーグ　1ST

1日目 Aコート １日目 Ｂコート
4月16日 4月16日

２日目　会場１ ２日目　会場２
4月23日 4月23日
5月28日 5月28日

ファンタジスタ船橋ＳＣ 審判 ＦＣアクティブ柏

市川真間どろんこＳＣ 審判
鎌ヶ谷福太郎スタジアム 鎌ヶ谷福太郎スタジアム

３日目　Aコート ３日目　 Ｂコート
4月30日 4月30日
5月28日 5月28日

ミナトＳＣ 審判



開催日 開催日
予備日 予備日
主管 主管
会場 主審 副審 会場 主審 副審

① 梅郷ＳＣ vs カンガルー アクティブ 高柳ＦＣ ① 船橋イレブン vs 市川真間 市川ＭＦＣ 東習志野
② アクティブ vs 高柳ＦＣ 梅郷ＳＣ カンガルー ② 市川ＭＦＣ vs 東習志野 船橋イレブン ファンタジスタ船橋

③ ファンタジスタ船橋 vs 船橋イレブン 市川真間 ミナトＳＣ
③ アクティブ vs カンガルー 梅郷ＳＣ 高柳ＦＣ ④ 市川ＭＦＣ vs 市川真間 船橋イレブン 東習志野
④ 梅郷ＳＣ vs 高柳ＦＣ アクティブ カンガルー ⑤ ミナトＳＣ vs 東習志野 市川真間 市川ＭＦＣ

開催日 開催日
予備日 予備日
主管 主管
会場 主審 副審 会場 主審 副審

① 梅郷ＳＣ vs 東習志野 ファンタジスタ船橋 カンガルー ① アクティブ vs 船橋イレブン ミナトＳＣ 高柳ＦＣ
② ミナトＳＣ vs 高柳ＦＣ アクティブ 船橋イレブン

② ファンタジスタ船橋 vs 東習志野 梅郷ＳＣ カンガルー ③ 市川ＭＦＣ vs 船橋イレブン ミナトＳＣ 市川真間
④ ミナトＳＣ vs 市川真間 市川ＭＦＣ 船橋イレブン

③ ファンタジスタ船橋 vs カンガルー 梅郷ＳＣ 東習志野

インターバル

市川ＭＦＣフォックス 審判
柏市塚崎運動場 市川市大洲小学校

インターバル

４日目 会場１ ４日目　会場２
5月7日 5月7日
5月28日 5月28日

高柳ＦＣ 審判

審判
習志野市茜浜グラウンド 船橋市立湊町小学校

インターバル

５日目 会場１ ５日目 会場２
5月14日 5月14日
5月28日 5月28日

東習志野ＦＣ　 審判 船橋イレブン2002


