
２０２２年度　中学年教育リーグ対戦表・当番表 2022/8/14

第１４節　８月２７日（土）＠浮間SG 8:00-18:00 B7

No 試合時間 チーム名 チーム名 主審・四審 副審 役員 本部当番

1 8:30-9:05 FC王五B 堀船ウェンブリー 桐郷B ネオアミーゴ 伊藤 午前

浮間A さくらFC

2 9:15-9:50 カンテラB 浮間B FC王五B 堀船ウェンブリー 宮下 7:50-12:40

浮間A さくらFC

3 10:00-10:35 桐郷B ネオアミーゴ カンテラB 浮間B 野田 FC王五B

4 10:45-11:20 浮間B 滝野川B 北友サンライズB 西浮間B 星野 OJA

柳田神谷 さくらFC

5 11:30-12:05 王三FC OJA 浮間B 滝野川B 各１名

さくらFC

6 12:15-12:50 北友サンライズB 西浮間B 王三FC OJA

柳田神谷 さくらFC

7 13:00-13:35 柳田神谷 FC赤羽B 北友サンライズA エスフォルソA 菅原 午後

8 13:45-14:20 エスフォルソB 志茂FC 柳田神谷 FC赤羽B 湊 12:30-17:40

9 14:30-15:05 北友サンライズA エスフォルソA エスフォルソB 志茂FC 田口 カンテラA

10 15:15-15:50 飛鳥すみれ 西浮間A 桐郷A カンテラA 北友サンライズA

tfaジュニア

11 16:00-16:35 東十条 tfaジュニア 飛鳥すみれ 西浮間A 各１名

tfaジュニア

12 16:45-17:20 桐郷A カンテラA 東十条 tfaジュニア

第１５節　８月２８日（日）＠浮間SG 8:00-18:00 A8

No 試合時間 チーム名 チーム名 主審・四審 副審 役員 本部当番

1 8:30-9:05 桐郷A 北友サンライズA 東十条 西浮間A 伊藤 午前

tfaジュニア

2 9:15-9:50 カンテラA セボジータス 桐郷A 北友サンライズA 川又 7:50-12:40

3 10:00-10:35 東十条 西浮間A カンテラA セボジータス 田口 浮間A

tfaジュニア

4 10:45-11:20 tfaジュニア さくらFC プレイファン FC王五A 大西 tfaジュニア

さくらFC

5 11:30-12:05 エスフォルソA 浮間A tfaジュニア さくらFC 各１名

6 12:15-12:50 プレイファン FC王五A エスフォルソA 浮間A

さくらFC

7 13:00-13:35 滝野川A 飛鳥すみれ 桐郷B 西浮間B 宮下 午後

柳田神谷

8 13:45-14:20 FC赤羽A 滝一SC 滝野川A 飛鳥すみれ 野田 12:30-17:40

9 14:30-15:05 桐郷B 西浮間B FC赤羽A 滝一SC 湊 エスフォルソB

柳田神谷

10 15:15-15:50 柳田神谷 FC王五B 滝野川B 北友サンライズB 桐郷B

浮間A

11 16:00-16:35 エスフォルソB カンテラB 柳田神谷 FC王五B 各１名

浮間A

12 16:45-17:20 滝野川B 北友サンライズB エスフォルソB カンテラB



２０２２年度　中学年教育リーグ対戦表・当番表 2022/7/20

第１６節　９月４日（日）＠浮間SG 8:00-18:00 B8Af2

No 試合時間 チーム名 チーム名 主審・四審 副審 役員 本部当番

1 8:30-9:05 桐郷B FC王五B FC赤羽B 志茂FC 伊藤 午前

2 9:15-9:50 滝野川B OJA 桐郷B FC王五B 菅原 7:50-12:40

3 10:00-10:35 FC赤羽B 志茂FC 滝野川B OJA 野田 北友サンライズB

4 10:45-11:20 OJA ネオアミーゴ 王三FC 北友サンライズB 大西 王三FC

5 11:30-12:05 エスフォルソB 浮間B OJA ネオアミーゴ 各１名

6 12:15-12:50 王三FC 北友サンライズB エスフォルソB 浮間B

7 13:00-13:35 カンテラB 西浮間B tfaジュニア 桐郷A 川又 午後

8 13:45-14:20 柳田神谷 堀船ウェンブリー カンテラB 西浮間B 田口 12:30-17:40

9 14:30-15:05 tfaジュニア 桐郷A 柳田神谷 堀船ウェンブリー 星野 プレイファン

10 15:15-15:50 エスフォルソA 東十条 滝野川A セボジータス 東十条

11 16:00-16:35 プレイファン 北友サンライズA エスフォルソA 東十条 各１名

12 16:45-17:20 滝野川A セボジータス プレイファン 北友サンライズA

第１７節　９月１８日（日）＠浮間SG 8:00-18:00 A9Bf2

No 試合時間 チーム名 チーム名 主審・四審 副審 役員 本部当番

1 8:30-9:05 カンテラA 東十条 tfaジュニア 北友サンライズA 伊藤 午前

2 9:15-9:50 桐郷A 西浮間A カンテラA 東十条 菅原 7:50-12:40

3 10:00-10:35 tfaジュニア 北友サンライズA 桐郷A 西浮間A 湊 エスフォルソA

4 10:45-11:20 エスフォルソA セボジータス 滝野川A 浮間A 星野 滝野川A

5 11:30-12:05 プレイファン さくらFC エスフォルソA セボジータス 各１名

6 12:15-12:50 滝野川A 浮間A プレイファン さくらFC

7 13:00-13:35 滝一SC FC王五A カンテラB 北友サンライズB 宮下 午後

8 13:45-14:20 FC赤羽A 飛鳥すみれ 滝一SC FC王五A 川又 12:30-17:40

9 14:30-15:05 カンテラB 北友サンライズB FC赤羽A 飛鳥すみれ 大西 浮間B

10 15:15-15:50 桐郷B 堀船ウェンブリ FC王五B 西浮間B カンテラB

11 16:00-16:35 王三FC 浮間B 桐郷B 堀船ウェンブリ 各１名

12 16:45-17:20 FC王五B 西浮間B 王三FC 浮間B



２０２２年度　中学年教育リーグ対戦表・当番表 2022/8/14

第１８節　１０月２日（日）＠浮間SG 9:00-17:00 A7Bf8

No 試合時間 チーム名 チーム名 主審・四審 副審 役員 本部当番

1 9:30-10:05 北友サンライズA さくらFC 桐郷A FC王五A 伊藤 8:50-12:10

2 10:15-10:50 東十条 浮間A 北友サンライズA さくらFC 宮下 桐郷A

3 11:00-11:35 桐郷A FC王五A 東十条 浮間A 大西 さくらFC

4 11:45-12:20 カンテラA 飛鳥すみれ tfaジュニア FC赤羽A 野田 各１名

5 12:30-13:05 セボジータス 西浮間A カンテラA 飛鳥すみれ 川又 12:00-16:15

6 13:15-13:50 tfaジュニア FC赤羽A セボジータス 西浮間A 田口 FC王五

7 14:00-14:35 エスフォルソA 滝一 桐郷B 王三FC 星野 飛鳥すみれ

8 14:45-15:20 プレイファン 滝野川A エスフォルソA 滝一 各１名

9 15:30-16:05 桐郷B 王三FC プレイファン 滝野川A

第１９節　１０月９日（日）＠浮間SG 9:00-17:00 A8Bk5

No 試合時間 チーム名 チーム名 主審・四審 副審 役員 本部当番

1 9:30-10:05 東十条 セボジータス カンテラA 浮間A 伊藤 8:50-12:10

2 10:15-10:50 桐郷A さくらFC 東十条 セボジータス 菅原 カンテラA

3 11:00-11:35 カンテラA 浮間A 桐郷A さくらFC 田口 セボジータス

4 11:45-12:20 エスフォルソA 飛鳥すみれ 北友サンライズA 西浮間A 大西 各１名

5 12:30-13:05 tfaジュニア FC王五A エスフォルソA 飛鳥すみれ 宮下 12:00-16:15

6 13:15-13:50 北友サンライズA 西浮間A tfaジュニア FC王五A 野田 FC赤羽A

7 14:00-14:35 プレイファン FC赤羽A 柳田神谷 ネオアミーゴ 湊 滝一

8 14:45-15:20 滝野川A 滝一 プレイファン FC赤羽A 各１名

9 15:30-16:05 柳田神谷 ネオアミーゴ 滝野川A 滝一


