
　　　　　　　　　　　　

Ⅵ　ブロック　

① ⑨ ⑥ ③
⑦ ④ ⑩

② ⑤
⑧

敢闘賞

Ⅱ　ブロック　その１

Ⅱ　ブロック　その２

その１一位　VS その２一位
敢闘賞

Ⅲ　ブロック　その１

Ⅲ　ブロック　その２

その１一位　VS その２一位
敢闘賞

★★
★★

★★
★★

★★

アレグリ 中国分 妙典Ｂ 市川KI

稲荷木ＳＳＣ

その２ 福栄ＦＣ 行徳ＳＣＢ ＦＣ八幡 信篤ＦＣＡ 勝点 得点 失点 得失点

市川KIFCB ★★★

北浜SSSB ★★★

市川中央LK ★★★ ⑪ ⑦
南新浜ＦＣ ★★★ ① ⑤

失点 得失点

市川ＫＩＦＣ
妙典ＫＳＢ

南新浜ＦＣその１

中国分LWFC

得失点 順位
アレグリＳＣ

得点 失点勝点稲荷木★★★

順位
福栄ＦＣ ★★★ ② ⑥ ⑩

行徳ＳＣＢ ★★★ ⑫ ⑧
ＦＣ八幡 ★★★ ④

信篤ＦＣＡ ★★★

大会期日：平成　２０年　３月　８日　(土)

得点勝点 順位市川KIFCB北浜SSSB市川中央LK

３年生以下の部　稲荷木小学校

⑨

③

２年生以下の部　福栄スポーツ広場

行徳ライオンズ　第１１回わんぱくリーグサッカー大会

その１ 市川ＭＦＣ 市川KIFCA 市川BayFC 北方ｲﾚﾌﾞﾝ 勝点 得点 失点 得失点 順位
市川ＭＦＣ ★★★ ① ⑤ ⑨
市川KIFCA ★★★ ⑪ ⑦
市川BayFC ★★★ ③
北方ｲﾚﾌﾞﾝ ★★★

その２ 国分ＳＣ 市川真間SC ＦＣ鬼高Ａ アレグリSCB 勝点 得点 失点 得失点 順位
市川真間SC ★★★ ② ⑥ ⑩

市川Ｂａｙ ★★★ ⑫ ⑧
④ＦＣ鬼高Ａ ★★★

２年生以下の部　福栄スポーツ広場

アレグリSCB ★★★



Ｎｏ 時　間 主審 第四

① 　９：００ アレグリ 中国分 市川ＫＩ 妙典 稲荷木 市川ＫＩ

② 　９：３０ 妙典 市川ＫＩ 中国分 アレグリ 稲荷木 中国分

③ １０：００ アレグリ 稲荷木 妙典 中国分 市川ＫＩ 妙典

④ １０：３０ 中国分 市川ＫＩ アレグリ 妙典 稲荷木 アレグリ

⑤ １１：００ 妙典 稲荷木 中国分 アレグリ 市川ＫＩ 中国分

⑥ １１：３０ アレグリ 市川ＫＩ 稲荷木 中国分 妙典 稲荷木

⑦ １２：００ 中国分 妙典 アレグリ 市川ＫＩ 稲荷木 アレグリ

⑧ １２：３０ 市川ＫＩ 稲荷木 妙典 アレグリ 中国分 妙典

⑨ １３：００ アレグリ 妙典 稲荷木 中国分 市川ＫＩ 稲荷木

⑩ １３：３０ 中国分 稲荷木 市川ＫＩ アレグリ 妙典 市川ＫＩ

Ｎｏ 時　間

① ９：００ 南新浜 市川中央 八　幡 信篤Ａ

② ９：２０ 福　栄 行徳Ｂ 南新浜 北浜Ｂ

③ ９：４０ 北浜Ｂ 市川ＫＩＢ 福　栄 八　幡

④ １０：００ 八　幡 信篤Ａ 市川中央 市川ＫＩＢ

⑤ １０：２０ 南新浜 北浜Ｂ 行徳Ｂ 信篤Ａ

⑥ １０：４０ 福　栄 八　幡 南新浜 市川ＫＩＢ

⑦ １１：００ 市川中央 市川ＫＩＢ 福　栄 信篤Ａ

⑧ １１：２０ 行徳Ｂ 信篤Ａ 市川中央 北浜Ｂ

⑨ １１：４０ 南新浜 市川ＫＩＢ 行徳Ｂ 八　幡

⑩ １２：００ 福　栄 信篤Ａ 南新浜 市川中央

⑪ １２：２０ 市川中央 北浜Ｂ 福　栄 行徳Ｂ

⑫ １２：４０ 行徳Ｂ 八　幡 北浜Ｂ 市川ＫＩＢ

⑬ １３：００ その１一位 その２一位 その１四位 その２四位

Ｎｏ 時　間

① ９：００ 市川ＭＦＣ 市川ＫＩＡ 鬼高Ａ アレグリＢ

② ９：２０ 国　分 市川真間 市川ＭＦＣ 市川Ｂａｙ

③ ９：４０ 市川Ｂａｙ 北　方 国　分 鬼高Ａ

④ １０：００ 鬼高Ａ アレグリＢ 市川ＫＩＡ 北　方

⑤ １０：２０ 市川ＭＦＣ 市川Ｂａｙ 市川真間 アレグリＢ

⑥ １０：４０ 国　分 鬼高Ａ 市川ＭＦＣ 北　方

⑦ １１：００ 市川ＫＩＡ 北　方 国　分 アレグリＢ

⑧ １１：２０ 市川真間 アレグリＢ 市川ＫＩＡ 市川Ｂａｙ

⑨ １１：４０ 市川ＭＦＣ 北　方 市川真間 鬼高Ａ

⑩ １２：００ 国　分 アレグリＢ 市川ＭＦＣ 市川ＫＩＡ

⑪ １２：２０ 市川ＫＩＡ 市川Ｂａｙ 国　分 市川真間

⑫ １２：４０ 市川真間 鬼高Ａ 市川Ｂａｙ 北　方

⑬ １３：００ その１一位 その２一位 その１四位 その２四位

対　　　戦 審　　　判

　　３年生以下の部　　　塩焼小学校　

　　２年生以下の部（Ⅱブロック）　　　福栄スポーツ広場　

　　２年生以下の部（Ⅲブロック）　　　福栄スポーツ広場　

対　　　戦 副　　審

対　　　戦 審　　　判


