
時間 主審 ｱｼ1 ｱｼ2 主審 ｱｼ1 ｱｼ2 時間 主審 ｱｼ1 ｱｼ2
10:00 西南野芥 0-1 波多江 西南 老司 ジャクパ 0-3 ルーザ わかば 板付 10:00 西南野芥 vs 西南 住吉

10:50 老司 2-0 西南 野芥 波多江 わかば 0-0 板付W ｼﾞｬｸﾊﾟ ﾙｰｻﾞ 10:50 住吉 vs わかば 野芥

11:40 11:40
12:30 老司 0-2 西南野芥 板付 西南 ジャクパ 2-0 波多江 ﾙｰｻﾞ わかば 12:30 西南野芥 vs わかば 西南

13:20 西南 0-1 板付W 老司 野芥 わかば 3-2 ルーザ 波多江 ｼﾞｬｸﾊﾟ 13:20 西南 vs 住吉 わかば

14:10 14:10
15:00 15:00
15:50 15:50
◆8チーム(西南野芥,波多江,老司,西南,ジャクパ,ルーザ,わかば,板付) ◆4チーム(西南野芥,住吉,わかば,西南)

●3人制審判

　※アシスタント2が空欄の試合は

時間 主審 ｱｼ1 ｱｼ2 時間 主審 ｱｼ1 ｱｼ2 　　当日調整の上、決定。

10:00 9:30 西南野芥 vs 住吉 わかば 柏原 波多江 ●ピッチサイズ 縦68m×横46～50m

10:50 10:20 わかば vs 柏原 野芥 住吉 西南 　西部については基本的に2面でなく

11:40 11:10 波多江 vs 西南 わかば 柏原 野芥 　3面ピッチを作る。

12:30 ジャクパ 1-1 西南野芥 ﾙｰｻﾞ 柏原 わかば 12:00 柏原 vs 住吉 波多江 西南 わかば ●運営

13:20 柏原 0-2 ルーザ 野芥 ｼﾞｬｸﾊﾟ わかば 12:50 西南 vs わかば 柏原 住吉 波多江 　準備⇒1試合目チーム

14:10 わかば 0-2 ジャクパ 柏原 ﾙｰｻﾞ 野芥 13:40 　※曽根Gは8:00集合,西部は8:30,百道は9:00

15:00 西南野芥 2-2 ルーザ ｼﾞｬｸﾊﾟ わかば 柏原 14:30 　片付け⇒最終試合チーム

◆5チーム(ジャクパ,西南野芥,柏原,ルーザ,わかば) 15:20 ●使用料

◆6チーム(西南野芥,住吉,わかば,柏原,波多江,西南) 　波多江小 1,500円

　曽根G　2,630円

時間 主審 ｱｼ1 ｱｼ2 主審 ｱｼ1 ｱｼ2 　西部運動公園　6,000円

10:00 老司 vs 波多江 ﾙｰｻﾞ 時間 主審 ｱｼ1 ｱｼ2 　百道中央公園　6,000円

10:50 住吉 vs ルーザ 老司 10:00 西南 vs ジャクパ 柏原 波多江 ﾙｰｻﾞ ●監督会議なし

11:40 10:50 柏原 vs 波多江 西南 ｼﾞｬｸﾊﾟ ﾙｰｻﾞ ●駐車台数

12:30 住吉 vs 老司 波多江 11:40 西南 vs ルーザ 波多江 柏原 ｼﾞｬｸﾊﾟ 　西部⇒5台+スタッフ車別

13:20 波多江 vs ルーザ 住吉 12:30 ジャクパ vs 柏原 ﾙｰｻﾞ 西南 波多江 　波多江小⇒7台(スタッフ車含め)

14:10 13:20 　曽根G⇒特になし

15:00 14:10 ●空いている時間帯は

◆4チーム(老司,波多江,住吉,ルーザ) 15:00 　TrainingMatch(TrM)可能。

◆5チーム(西南,ジャクパ,柏原,波多江,ルーザ) 　当日調整の上、決定。

●11/9 住吉vs板付戦のみ両チームとも

時間 主審 ｱｼ1 ｱｼ2 主審 ｱｼ1 ｱｼ2 　3試合目となる。

10:00 柏原 vs 西南野芥 板付 時間 主審 ｱｼ1 ｱｼ2 ●基本的に雨天決行

10:50 波多江 vs 板付W 柏原 住吉 vs ジャクパ 老司 10:00 板付W vs ルーザ ｼﾞｬｸﾊﾟ 西南 柏原

11:40 老司 vs 柏原 住吉 10:50 柏原 vs 西南 板付 ﾙｰｻﾞ 老司

12:30 板付W vs 西南野芥 ｼﾞｬｸﾊﾟ 波多江 vs 住吉 柏原 11:40 板付W vs ジャクパ 西南 老司 ﾙｰｻﾞ

13:20 ジャクパ vs 老司 野芥 12:30 老司 vs ルーザ 板付 ｼﾞｬｸﾊﾟ 柏原

14:10 住吉 vs 板付W 波多江 13:20
15:00 14:10
◆7チーム(西南野芥,柏原,波多江,板付,住吉,ジャクパ,老司) 15:00

◆6チーム(板付,ルーザ,柏原,西南,ジャクパ,老司)

時間 主審 ｱｼ1 ｱｼ2
10:00 板付W vs 老司 柏原 波多江 わかば

10:50 波多江 vs わかば 板付 老司 柏原

11:40 板付W vs 柏原 老司 波多江 わかば

12:30 わかば vs 老司 波多江 板付 柏原

13:20
14:10

こくみん共済U-12サッカーリーグ 15:00
-福岡支部後期2部パート日程表- ◆5チーム(板付,老司,波多江,わかば,柏原)

11月29日(土)　西部運動公園
Aコート

11月30日(日)　波多江小学校
Aコート

11月15日(土)　西部運動公園
Aコート

11月16日(日)　曽根グラウンド
Aコート

11月22日(土)　波多江小学校
Aコート

11月2日(日)　百道中央公園　　

11月3日(祝)　西部運動公園

11月8日(土)西部運動公園
Aコート Bコート

Aコート Bコート
11月9日(日)　西部運動公園

Aコート Bコート

Aコート


