
2022度 北区少年少女サッカー1・2部リーグ試合日程表

日程・場所 順 試合時刻 主審・4審 副審 会場係 運営スタッフ リーグ担当

①9:00-18:00 1   9:30-10:15 ボレアス 西浮間小 王一 志茂

5月8日(日) 2 10:30-11:15 王一 志茂 ボレアス 西浮間小

赤羽スポーツの森 3 11:30-12:15 ボレアス 東十条 志茂 王一

Aピッチ 4 12:30-13:15 王一 さくら 東十条 ボレアス

1部/2部 5 13:30-14:15 王三 柳田神谷 プレイファン 堀船We

6 14:30-15:15 プレイファン 堀船We 王三 柳田神谷

7 15:30-16:15 王三 カンテラ 堀船We プレイファン

8 16:30-17:15 プレイファン 赤羽 カンテラ 王三

1   9:30-10:15 ヴィルトゥス 東十条 OJA さくら

5月8日(日) 2 10:30-11:15 OJA さくら ヴィルトゥス 東十条

赤羽スポーツの森 3 11:30-12:15 ヴィルトゥス 西浮間小 さくら OJA

Bピッチ 4 12:30-13:15 OJA 志茂 西浮間小 ヴィルトゥス

1部/2部 5 13:30-14:15 四岩 カンテラ すみれ 赤羽

6 14:30-15:15 すみれ 赤羽 四岩 カンテラ

7 15:30-16:15 四岩 柳田神谷 赤羽 すみれ

8 16:30-17:15 すみれ 堀船We 柳田神谷 四岩

②9:00-18:00 1   9:30-10:15 浮間 桐郷 堀船We 柳田神谷

5月15日(日) 2 10:30-11:15 堀船We 柳田神谷 浮間 桐郷

北運動場 3 11:30-12:15 浮間 四岩 柳田神谷 堀船We

Aピッチ 4 12:30-13:15 堀船We カンテラ 四岩 浮間

1部/2部 5 13:30-14:15 北サン さくら 王三 赤羽

6 14:30-15:15 王三 赤羽 北サン さくら

7 15:30-16:15 北サン 滝野川 赤羽 王三

8 16:30-17:15 王三 滝一 滝野川 北サン

1   9:30-10:15 セボ 四岩 エスフォルソ カンテラ

5月15日(日) 2 10:30-11:15 エスフォルソ カンテラ セボ 四岩

北運動場 3 11:30-12:15 セボ 桐郷 カンテラ エスフォルソ

Bピッチ 4 12:30-13:15 エスフォルソ 柳田神谷 桐郷 セボ

1部/2部 5 13:30-14:15 王五 滝野川 tfa 滝一

6 14:30-15:15 tfa 滝一 王五 滝野川

7 15:30-16:15 王五 さくら 滝一 tfa

8 16:30-17:15 tfa 赤羽 さくら 王五

③9:00-15:00 1   9:30-10:15 プレイファン 柳田神谷 tfa 桐郷

5月22日(日) 2 10:30-11:15 tfa 桐郷 プレイファン 柳田神谷

北運動場 3 11:30-12:15 プレイファン カンテラ セボ tfa

Aピッチ 4 12:30-13:15 tfa 四岩 カンテラ 浮間

1部/2部 5 13:30-14:15 浮間 セボ 四岩 プレイファン

1   9:30-10:15 エスフォルソ 堀船We 滝一 すみれ

5月22日(日) 2 10:30-11:15 すみれ 滝一 堀船We エスフォルソ

北運動場 3 11:30-12:15 エスフォルソ 赤羽 桐郷 王三

Bピッチ 4 12:30-13:15 王三 堀船We エスフォルソ 滝一

1部/2部 5 13:30-14:15 桐郷 滝一 赤羽 堀船We
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