
1日目 ・4組（各3チーム）に分け、リーグ戦を行う。

2日目 ・1日目の順位同志でトーナメント戦を行い、順位を決定する

主審 副審1 副審2 第4審 主審 副審1 副審2 第4審

主審 副審1 副審2 第4審 主審 副審1 副審2 第4審

A組：3位 B組：3位 Ｃ組：3位 Ｄ組：3位

コリア 荒川区 豊島区 北区C

A組：2位 B組：2位 A組：3位 B組：3位 B組：3位 A組：3位 Ｃ組：2位 Ｄ組：2位 Ｃ組：3位 Ｄ組：3位 Ｄ組：3位 Ｃ組：3位

戸田市 中野区 コアラ 荒川区 荒川区 コアラ 葛飾区 板橋区 豊島区 北区C 北区C 豊島区

A組：1位 B組：1位 A組：2位 B組：2位 B組：2位 A組：2位 Ｃ組：1位 Ｄ組：1位 Ｃ組：2位 Ｄ組：2位 Ｄ組：2位 Ｃ組：2位

北区A 新宿区 戸田市 中野区 中野区 戸田市 北区B 東村山市 葛飾区 板橋区 板橋区 葛飾区

①Ａﾋﾟｯﾁ勝 ①Ｂﾋﾟｯﾁ勝 A組：1位 B組：1位 B組：1位 A組：1位 ①Ａﾋﾟｯﾁ負 ①Ｂﾋﾟｯﾁ負 Ｃ組：1位 Ｄ組：1位 Ｄ組：1位 Ｃ組：1位

荒川区 豊島区 北区A 新宿区 新宿区 北区A コリア 北区C 北区B 東村山市 東村山市 北区B

②Ａﾋﾟｯﾁ勝 ②Ｂﾋﾟｯﾁ勝 ①Ａﾋﾟｯﾁ勝 ①Ｂﾋﾟｯﾁ勝 ①Ｂﾋﾟｯﾁ勝 ①Ａﾋﾟｯﾁ勝 ②Ａﾋﾟｯﾁ負 ②Ｂﾋﾟｯﾁ負 ①Ａﾋﾟｯﾁ負 ①Ｂﾋﾟｯﾁ負 ①Ｂﾋﾟｯﾁ負 ①Ａﾋﾟｯﾁ負

中野区 葛飾区 荒川区 豊島区 豊島区 荒川区 戸田市 板橋区 コリア 北区C 北区C コリア

③Ａﾋﾟｯﾁ勝 ③Ｂﾋﾟｯﾁ勝 ②Ａﾋﾟｯﾁ勝 ②Ｂﾋﾟｯﾁ勝 ②Ｂﾋﾟｯﾁ勝 ②Ａﾋﾟｯﾁ勝 ③Ａﾋﾟｯﾁ負 ③Ｂﾋﾟｯﾁ負 ②Ａﾋﾟｯﾁ負 ②Ｂﾋﾟｯﾁ負 ②Ｂﾋﾟｯﾁ負 ②Ａﾋﾟｯﾁ負

北区A 東村山市 中野区 葛飾区 葛飾区 中野区 新宿区 北区B 戸田市 板橋区 板橋区 戸田市

16:00 ～

第18回 北区招待少年サッカー大会2019【日程表・審判割当表】：赤羽スポーツの森公園競技場

8
月
24
日

(土)

試合時程 No
Aピッチ（駐車場側） Bピッチ

対戦 対戦

10:00 ～ 10:45 第１試合 戸田市 北区Ａ 荒川区 新宿区北区

11:00 ～ 11:45 第２試合 葛飾区 北区Ｂ 板橋区 北区Ｃ

12::00 ～ 12:45 第３試合 戸田市 コリア 荒川区 中野区葛飾区

13:00 ～ 13:45 第４試合 葛飾区 豊島区 板橋区 東村山市

14:00 ～ 14:45 第５試合 北区Ａ 新宿区 中野区豊島区 葛飾区 葛飾区 豊島区

～ 15:45 第６試合

コリア

豊島区 北区Ｂ

試合時程 No
Aピッチ（駐車場側）

コリア北区 コリア 北区15:00

第２試合

Bピッチ

対戦 対戦

第１試合 北区 北区 北区 北区10:00

12::00 ～ 12:45

11:00 ～ 11:45

～ 10:45

第３試合

13:00 ～ 13:45 第４試合

14:00 ～ 14:45 第５試合

15:00 ～ 15:45 第６試合

北区 北区 北区

戸田市 北区 北区 戸田市

北区 北区 葛飾区

コリア 戸田市 戸田市 コリア

北区 北区 北区 北区

荒川区 新宿区 新宿区 荒川区

板橋区 北区 北区 板橋区

中野区 荒川区 荒川区 中野区

板橋区 東村山市

新宿区 中野区 中野区 新宿区

北区

東村山市 板橋区

東村山市 北区Ｃ

（一社）東京都北区サッカー協会
少年少女委員会 男子トレーニングセンター

8
月
25
日

(日)

閉会式（表彰式）

・順位は、勝点（勝ち３点、引き分け１点、負け０点）→得失点差→総得点→対戦成績→抽選

・同点の場合は、ＰＫ戦（５人）を行う。

北区 北区 北区

表彰：優勝・準優勝・第三位

開場:9:00


