
A ブロック　試合日程表　及び審判割り当て　 会場
会場責任者　柏井SC　磯山

主審 副審１ 副審２
1 VS 南市川JFC（W） フッチSC　 フォルマーレ

2 VS FC鬼高　 柏井SC フォルマーレ

3 VS フッチSC　 南市川JFC（W） FC鬼高　

4 VS 柏井SC フッチSC　 フォルマーレ
5 VS FC鬼高　 南市川JFC（W） 柏井SC
6 VS フォルマーレ フッチSC　 FC鬼高　

7 VS 柏井SC 南市川JFC（W） フォルマーレ

8 VS フッチSC　 FC鬼高　 柏井SC
9 VS フォルマーレ FC鬼高　 南市川JFC（W）

10 VS 南市川JFC（W） フッチSC　 柏井SC

柏井SC FC鬼高　 フッチSC　 南市川JFC（W） フォルマーレ 勝ち点 得点 失点 差 順位
※

※
※

※
※

B ブロック　試合日程表　及び審判割り当て　 会場
会場責任者　百合台SC　宇根坪

主審 副審１ 副審２
1 VS 百合台SC 市川baｙFC 塩浜SC
2 VS FC八幡 妙典キッカーズ 塩浜SC
3 VS 市川baｙFC 百合台SC FC八幡
4 VS 妙典キッカーズ 市川baｙFC 塩浜SC
5 VS FC八幡 百合台SC 妙典キッカーズ

6 VS 塩浜SC 市川baｙFC FC八幡
7 VS 妙典キッカーズ 百合台SC 塩浜SC
8 VS 市川baｙFC FC八幡 妙典キッカーズ

9 VS 塩浜SC FC八幡 百合台SC

10 VS 百合台SC 市川baｙFC 妙典キッカーズ

妙典キッカーズ FC八幡 市川baｙFC 百合台SC 塩浜SC 勝ち点 得点 失点 差 順位
※

※
※

※
※

C ブロック　試合日程表　及び審判割り当て　 会場
会場責任者　富美浜SC　齋藤

主審 副審１ 副審２
1 VS 稲荷木少年SC 大柏SC 信篤FC(A)
2 VS 富美浜SC　 国分SC 信篤FC(A)
3 VS 大柏SC 稲荷木少年SC 富美浜SC　

4 VS 国分SC 大柏SC 信篤FC(A)
5 VS 富美浜SC　 稲荷木少年SC 国分SC
6 VS 信篤FC(A) 大柏SC 富美浜SC　

7 VS 国分SC 稲荷木少年SC 信篤FC(A)

8 VS 大柏SC 富美浜SC　 国分SC
9 VS 信篤FC(A) 富美浜SC　 稲荷木少年SC

10 VS 稲荷木少年SC 大柏SC 国分SC

国分SC 富美浜SC　 大柏SC 稲荷木少年SC 信篤FC(A) 勝ち点 得点 失点 差 順位
※

※
※

※
※

戦績表
国分SC
富美浜SC　

大柏SC
稲荷木少年SC

信篤FC(A)

二
日
目

国分SC 稲荷木少年SC 9:00
富美浜SC　 大柏SC 9:50
稲荷木少年SC 信篤FC(A) 10:40
国分SC 大柏SC 11:30
富美浜SC　 信篤FC(A) 12:20

大柏SC 信篤FC(A) 12:20

一
日
目

国分SC 富美浜SC　 9:00
大柏SC 稲荷木少年SC 9:50

戦績表

富美浜SC　 稲荷木少年SC 11:30
国分SC 信篤FC(A) 10:40

妙典キッカーズ

FC八幡
市川baｙFC
百合台SC
塩浜SC

中国分スポーツ広場

対戦 時間

二
日
目

妙典キッカーズ 百合台SC 9:00
FC八幡 市川baｙFC 9:50

FC八幡 塩浜SC 12:20

百合台SC 塩浜SC 10:40
妙典キッカーズ 市川baｙFC 11:30

市川baｙFC 塩浜SC 12:20

一
日
目

妙典キッカーズ FC八幡 9:00
市川baｙFC 百合台SC 9:50

FC八幡 百合台SC 11:30

対戦 時間

妙典キッカーズ 塩浜SC 10:40

二
日
目

柏井SC 南市川JFC（W） 9:00
FC鬼高　 フッチSC　 9:50

南市川JFC（W） フォルマーレ 10:40
柏井SC フッチSC　 11:30
FC鬼高　 フォルマーレ 12:20

南市川JFC（W）

フォルマーレ

百合台小

戦績表
柏井SC
FC鬼高　
フッチSC　

フッチSC　 フォルマーレ 12:20

一
日
目

柏井SC FC鬼高　 9:00
フッチSC　 南市川JFC（W） 9:50

対戦 時間

FC鬼高　 南市川JFC（W） 11:30
柏井SC フォルマーレ 10:40

柏井小



D ブロック　試合日程表　及び審判割り当て　 会場
会場責任者　信篤FC　宮坂

主審 副審１ 副審２
1 VS 冨貴島FC 行徳SC 南市川JFC(R)

2 VS 中国分LWFC 信篤FC(B) 南市川JFC(R)

3 VS 行徳SC 冨貴島FC 中国分LWFC

4 VS 信篤FC(B) 行徳SC 南市川JFC(R)

5 VS 中国分LWFC 冨貴島FC 信篤FC(B)

6 VS 南市川JFC(R) 行徳SC 中国分LWFC

7 VS 信篤FC(B) 冨貴島FC 南市川JFC(R)

8 VS 行徳SC 中国分LWFC 信篤FC(B)

9 VS 南市川JFC(R) 中国分LWFC 冨貴島FC

10 VS 冨貴島FC 行徳SC 信篤FC(B)

信篤FC(B) 中国分LWFC 行徳SC 冨貴島FC 南市川JFC(R) 勝ち点 得点 失点 差 順位
※

※
※

※
※

E ブロック　試合日程表　及び審判割り当て　 会場
会場責任者　市川KIFC　荒田

主審 副審１ 副審２
1 VS 市川KIFC 北浜SSS 北浜SSS

2 VS 若宮FC 市川中央LK　 市川中央LK　

3 VS 市川中央LK　 北浜SSS 北浜SSS

4 VS 若宮FC 市川KIFC 市川KIFC
5 VS 市川KIFC 市川中央LK　 市川中央LK　

6 VS 北浜SSS 若宮FC 若宮FC

若宮FC 市川中央LK　 市川KIFC 北浜SSS 勝ち点 得点 失点 差 順位
※

※
※

※

F ブロック　試合日程表　及び審判割り当て　 会場
会場責任者　アレグリシモカイFC　杉本

主審 副審１ 副審２
1 VS 大和田SC 菅野FC 菅野FC
2 VS 福栄FC アレグリシモカイFC アレグリシモカイFC

3 VS アレグリシモカイFC 菅野FC 菅野FC
4 VS 福栄FC 大和田SC 大和田SC
5 VS 大和田SC アレグリシモカイFC アレグリシモカイFC

6 VS 菅野FC 福栄FC 福栄FC

福栄FC アレグリシモカイFC 大和田SC 菅野FC 勝ち点 得点 失点 差 順位
※

※
※

※

G ブロック　試合日程表　及び審判割り当て　 会場
会場責任者　市川MFC　鈴木

主審 副審１ 副審２
1 VS 中山FC 市川MFC 市川MFC
2 VS 曽谷SC 南行徳FC 南行徳FC
3 VS 南行徳FC 市川MFC 市川MFC

4 VS 曽谷SC 中山FC 中山FC
5 VS 中山FC 南行徳FC 南行徳FC
6 VS 市川MFC 曽谷SC 曽谷SC

南行徳FC 市川MFC 9:00
曽谷SC 市川MFC 10:20
南行徳FC 中山FC 11:10

曽谷SC 南行徳FC 9:00
中山FC 市川MFC 9:50
曽谷SC 中山FC 11:10

市川中央LK　 北浜SSS 9:00
若宮FC

市川KIFC 北浜SSS
若宮FC 市川KIFC

大洲小

対戦 時間

対戦 時間
若宮FC 市川中央LK　

福栄FC 大和田SC 11:10

大野小

対戦 時間

北浜SSS
市川中央LK　 市川KIFC 11:10

アレグリシモカイFC 菅野FC 9:00
福栄FC 菅野FC 10:20

アレグリシモカイFC 大和田SC 11:10

福栄FC アレグリシモカイFC 9:00
大和田SC 菅野FC 9:50

市川KIFC
市川中央LK　

若宮FC
戦績表

11:10

9:00

信篤小

菅野FC

戦績表
福栄FC
アレグリシモカイFC

大和田SC

10:20

9:50

北浜SSS

12:20

稲越小

一
日
目

信篤FC(B) 中国分LWFC 9:00
行徳SC 冨貴島FC 9:50
信篤FC(B) 南市川JFC(R) 10:40

信篤FC(B) 行徳SC 11:30

対戦 時間

中国分LWFC 冨貴島FC 11:30
行徳SC 南市川JFC(R)

南市川JFC(R)

冨貴島FC 9:00
中国分LWFC 行徳SC 9:50
冨貴島FC 10:40

信篤FC(B)

中国分LWFC

行徳SC
冨貴島FC
南市川JFC(R)

中国分LWFC 南市川JFC(R) 12:20

信篤FC(B)
戦績表

二
日
目



曽谷SC 南行徳FC 中山FC 市川MFC 勝ち点 得点 失点 差 順位
※

※
※

※

H ブロック　試合日程表　及び審判割り当て　 会場
会場責任者　南市川JFC　押手

主審 副審１ 副審２
1 VS 南市川JFC 新浜FC 新浜FC
2 VS FC平田 国府台FC 国府台FC

3 VS 国府台FC 新浜FC 新浜FC
4 VS FC平田 南市川JFC 南市川JFC

5 VS 南市川JFC 国府台FC 国府台FC

6 VS 新浜FC FC平田 FC平田

FC平田 国府台FC 南市川JFC 新浜FC 勝ち点 得点 失点 差 順位
※

※
※

※

国府台FC 新浜FC 9:00
FC平田 新浜FC 10:20
国府台FC 南市川JFC 11:10

新浜FC

戦績表
FC平田
国府台FC
南市川JFC

FC平田 国府台FC 9:00
南市川JFC 新浜FC 9:50
FC平田 南市川JFC 11:10

戦績表
曽谷SC
南行徳FC
中山FC

塩焼小

対戦 時間

市川MFC


