
第23回平塚市少年サッカートップリーグ　2次リーグ
24 チーム版 　印は、鍵・バインダの持出しと返却当番です。

ABC1位とDEF2位、ABC2位とDEF1位　上位ブロック（12チーム） 試合時間　30分（15-5-15） 試合時間　30分（15-5-15）

(土) (土) (土) (日)

J1 J1 J1 J1 J1

準備； 片付； 真土 準備； 片付； 松が丘 準備； 片付； 勝原 準備； 片付； 2B1 準備； 片付；

本 審判部会 本 審判部会

部 運営部会 旭 松延 勝原 部 運営部会

対  戦 主審 副審 対  戦 主審 副審 対  戦 主審 副審 対  戦 主審 副審 対  戦 主審 副審

① 08:30 岡崎 vs ｸﾘｴｲﾄ ｼﾞｭﾆｵA 松が丘 金目 vs 真土 勝原 松原 山下 vs 大原 岡崎 松が丘 ① 09:00 2A6 vs 2B6 2A4 2B4 vs

② 09:15 山下 vs 松が丘 ｸﾘｴｲﾄ 岡崎 旭 vs 松原 真土 金目 松が丘 vs ｼﾞｭﾆｵA 山下 大原 ② 09:45 2A5 vs 2B5 2A6 2B6 vs

③ 10:00 岡崎 vs ｼﾞｭﾆｵA 松が丘 山下 勝原 vs 金目 松原 旭 岡崎 vs 大原 松が丘 ｼﾞｭﾆｵA ③ 10:30 2A4 vs 2B4 2A5 2B5 vs

④ 10:45 ｸﾘｴｲﾄ vs 山下 岡崎 大原 旭 vs 真土 金目 港 ｸﾘｴｲﾄ vs ｼﾞｭﾆｵA 大原 山下 ④ 11:15 2A3 vs 2B3 2A2 2B2 vs

⑤ 11:30 松が丘 vs 大原 山下 ｸﾘｴｲﾄ 港 vs 松原 旭 真土 岡崎 vs 山下 ｼﾞｭﾆｵA ｸﾘｴｲﾄ ⑤ 12:00 2A2 vs 2B2 2A3 2B3 vs

⑥ 12:15 港 vs 旭 金目 松原 ｼﾞｭﾆｵA vs 大原 山下 松が丘 勝原 vs 真土 港 松原 ⑥ 12:45 2A1 vs 2B1 審判部会 審判部会 vs

⑦ 13:00 勝原 vs 松原 旭 港 ｸﾘｴｲﾄ vs 松が丘 大原 ｼﾞｭﾆｵA 松原 vs 金目 真土 勝原 vs vs

⑧ 13:45 港 vs 金目 松原 勝原 山下 vs ｼﾞｭﾆｵA 松が丘 ｸﾘｴｲﾄ 港 vs 真土 松原 金目 vs vs

⑨ 14:30 旭 vs 勝原 港 真土 ｸﾘｴｲﾄ vs 大原 ｼﾞｭﾆｵA 岡崎 旭 vs 金目 勝原 真土 vs vs

⑩ 15:15 松原 vs 真土 勝原 旭 岡崎 vs 松が丘 ｸﾘｴｲﾄ 大原 港 vs 勝原 金目 旭 vs vs

ABCDEF3位、4位　下位ブロック（12チーム） 試合時間　30分（15-5-15）

(土) (土) (土)

J3 J3 J3

準備； 片付； 神田 準備； 片付； 金田 準備； 片付； 豊田 準備； 片付； 準備； 片付；

本 審判部会 本 審判部会

部 運営部会 旭 松延 勝原 部 運営部会

対  戦 主審 副審 対  戦 主審 副審 対  戦 主審 副審 対  戦 主審 副審 対  戦 主審 副審

① 08:30 ｼｰﾎｰｽ vs 松延 ｼﾞｭﾆｵB 金田 大野 vs 神田 豊田 八幡 横内 vs アルファ ｼｰﾎｰｽ 金田 vs vs

② 09:15 横内 vs 金田 松延 ｼｰﾎｰｽ 花水 vs 八幡 神田 大野 金田 vs ｼﾞｭﾆｵB 横内 アルファ vs vs

③ 10:00 ｼｰﾎｰｽ vs ｼﾞｭﾆｵB 金田 横内 豊田 vs 大野 八幡 花水 ｼｰﾎｰｽ vs アルファ 金田 ｼﾞｭﾆｵB vs vs

④ 10:45 松延 vs 横内 ｼｰﾎｰｽ アルファ 花水 vs 神田 大野 崇善 松延 vs ｼﾞｭﾆｵB アルファ 横内 vs vs

⑤ 11:30 金田 vs アルファ 横内 松延 崇善 vs 八幡 花水 神田 ｼｰﾎｰｽ vs 横内 ｼﾞｭﾆｵB 松延 vs vs

⑥ 12:15 崇善 vs 花水 大野 八幡 ｼﾞｭﾆｵB vs アルファ 横内 金田 豊田 vs 神田 崇善 八幡 vs vs

⑦ 13:00 豊田 vs 八幡 花水 崇善 松延 vs 金田 アルファ ｼﾞｭﾆｵB 八幡 vs 大野 神田 豊田 vs vs

⑧ 13:45 崇善 vs 大野 八幡 豊田 横内 vs ｼﾞｭﾆｵB 金田 松延 崇善 vs 神田 八幡 大野 vs vs

⑨ 14:30 花水 vs 豊田 崇善 神田 松延 vs アルファ ｼﾞｭﾆｵB ｼｰﾎｰｽ 花水 vs 大野 豊田 神田 vs vs

⑩ 15:15 八幡 vs 神田 豊田 花水 ｼｰﾎｰｽ vs 金田 松延 アルファ 崇善 vs 豊田 大野 花水 vs vs

運営分担 １．鍵当番；第１試合の左側のチーム。（組合せ表に二重枠線で表示）

会場準備チームは、倉庫より会場設営に必要な備品を持出す。（旧倉庫のホワイトボードに記載あり）

２．鍵とバインダの返却当番；当日の最終試合の左側のチーム。（組合せ表にニ重枠線で表示）

３．会場作り ；　第1～第3試合のチーム。（各チーム最低2名）　第1試合開始1時間前に管理棟下集合。（2次；7:30、順位決定戦；8:00 集合）

４．会場後片付けと備品返却 ；　最終試合の2チーム。グランド整備、備品を倉庫に収納すること。
５．本部担当 ；　運営部会、審判部会、各チーム代表者。
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ＡＭ；
岡崎 金目 アルファ

試合開始時間 試合開始時間

ＡＭ； ＰＭ； ＡＭ； ＰＭ； ＡＭ； ＰＭ；

会　　　場 会　　　場

備品チェック 松延 神田 アルファ 備品チェック

4月28日 日　　　程 予備日 予備日日　　　程 第3節 4月14日 第4節 4月21日 第5節

岡崎 金目 アルファ

試合開始時間 試合開始時間

ＡＭ； ＰＭ； ＡＭ；

2B6

ＰＭ； ＡＭ； ＰＭ；

4月29日 予備日

会　　　場 会　　　場

備品チェック ｸﾘｴｲﾄ 真土 大原 備品チェック

2018/2/17

日　　　程 第3節 4月14日 第4節 4月21日 第5節 4月28日 日　　　程 順位決定戦


