■午後の部 組み合わせ｜受付開始１３：１５～／開会式１４：００～

2022/11/3(木祝）

※午前の部の希望チームが多数だったため、抽選にて午前の部の組み合わせを決めさせていただきました。希望の時間帯に入れなかったチームはご了承下さい。
※組み合わせの都合上、１チームと３試合のチームと４試合のチームがあります。ご了承下さい。

Pitch

A

Pitch

F

第１試合 14:20-14:30

レイソルトーアきかりホワイト

-

流山東部FC

第１試合 14:20-14:30 マイティ―あいゆうイエロー

-

レイソルトーア八木イエロー

第２試合 14:32-14:42

柏マイティー加賀

-

レイソルトーア柏・ひまわりイエロー

第２試合 14:32-14:42

ヴィスポみやこピンク

-

マイティ―稲オレンジ

第３試合 14:44-14:54

ヴィスポさくらブルー

-

レイソルトーアきかりホワイト

第３試合 14:44-14:54

レイソルトーアまるやま

-

マイティ―あいゆうイエロー

第４試合 14:56-15:06

流山東部FC

-

柏マイティー加賀

第４試合 14:56-15:06 レイソルトーア八木イエロー

-

ヴィスポみやこピンク

第５試合 15:08-15:18

レイソルトーア柏・ひまわりイエロー

-

ヴィスポさくらブルー

第５試合 15:08-15:18

マイティ―稲オレンジ

-

レイソルトーアまるやま

第６試合 15:20-15:30

レイソルトーアきかりホワイト

-

柏マイティー加賀

第６試合 15:20-15:30 マイティ―あいゆうイエロー

-

ヴィスポみやこピンク

第７試合 15:32-15:42

流山東部FC

-

レイソルトーア柏・ひまわりイエロー

第７試合 15:32-15:42 レイソルトーア八木イエロー

-

マイティ―稲オレンジ

第８試合 15:44-15:54

柏マイティー加賀

-

ヴィスポさくらブルー

第８試合 15:44-15:54

-

レイソルトーアまるやま

第９試合 15:56-16:06

第９試合 15:56-16:06

-

Pitch

ヴィスポみやこピンク

B

-

Pitch

G

第１試合 14:20-14:30

レイソルトーア柏・ひまわりホワイト

-

マイティ―あいゆうグリーン

第１試合 14:20-14:30

ヴィスポさくらイエロー

-

レイソルトーアまつがさきの森・みやおか

第２試合 14:32-14:42

市川真間DSCブラック

-

レイソルトーアきかりイエロー

第２試合 14:32-14:42 マイティ―あいゆうブラック

-

市川真間DSCレッド

第３試合 14:44-14:54

FCシエロ

-

レイソルトーア柏・ひまわりホワイト

第３試合 14:44-14:54 レイソルトーア八木ホワイト

-

ヴィスポさくらイエロー

第４試合 14:56-15:06 マイティ―あいゆうグリーン

-

市川真間DSCブラック

第４試合 14:56-15:06

レイソルトーアまつがさきの森・みやおか

-

マイティ―あいゆうブラック

第５試合 15:08-15:18

レイソルトーアきかりイエロー

-

FCシエロ

第５試合 15:08-15:18

市川真間DSCレッド

-

レイソルトーア八木ホワイト

第６試合 15:20-15:30

レイソルトーア柏・ひまわりホワイト

-

市川真間DSCブラック

第６試合 15:20-15:30

ヴィスポさくらイエロー

-

マイティ―あいゆうブラック

第７試合 15:32-15:42 マイティ―あいゆうグリーン

-

レイソルトーアきかりイエロー

第７試合 15:32-15:42

レイソルトーアまつがさきの森・みやおか

-

市川真間DSCレッド

第８試合 15:44-15:54

-

FCシエロ

第８試合 15:44-15:54 マイティ―あいゆうブラック

-

レイソルトーア八木ホワイト

第９試合 15:56-16:06

-

市川真間DSCブラック

第９試合 15:56-16:06

-

Pitch

C

Pitch

H（アトラクションコート②）

第１試合 14:20-14:30

マイティ―牛久めぐみ

-

レイソルトーア新松戸イエロー

第１試合 14:20-14:30

第２試合 14:32-14:42

二階堂幼稚園

-

ヴィスポみやこオレンジ

第２試合 14:32-14:42

第３試合 14:44-14:54 レイソルトーア北柏ホワイト

-

マイティ―牛久めぐみ

第３試合 14:44-14:54

第４試合 14:56-15:06

レイソルトーア新松戸イエロー

-

二階堂幼稚園

第４試合 14:56-15:06 空いている時間にHコートで中学生と試合をしましょう！

第５試合 15:08-15:18

ヴィスポみやこオレンジ

-

レイソルトーア北柏ホワイト

第５試合 15:08-15:18 試合時間１０分

第６試合 15:20-15:30

マイティ―牛久めぐみ

-

二階堂幼稚園

第６試合 15:20-15:30 参加人数何人でもOK！

第７試合 15:32-15:42

レイソルトーア新松戸イエロー

-

ヴィスポみやこオレンジ

第７試合 15:32-15:42 ※参加希望者は試合開始前にHコートに集まって下さい。

第８試合 15:44-15:54

二階堂幼稚園

-

レイソルトーア北柏ホワイト

第８試合 15:44-15:54 ※参加資格はキッズ大会に参加している園児のみとさせて頂きます。

第９試合 15:56-16:06

第９試合 15:56-16:06 ※応援に来ている小学生の参加は不可とします。

-

Pitch

D

第１試合 14:20-14:30

吉川あさひ幼稚園

-

レイソルトーア北柏イエロー

第２試合 14:32-14:42

ワイズすずらんSC

-

マイティ―稲イエロー

第３試合 14:44-14:54

レイソルトーア新松戸ホワイト

-

吉川あさひ幼稚園

第４試合 14:56-15:06 レイソルトーア北柏イエロー

-

ワイズすずらんSC

第５試合 15:08-15:18

マイティ―稲イエロー

-

レイソルトーア新松戸ホワイト

第６試合 15:20-15:30

吉川あさひ幼稚園

-

ワイズすずらんSC

第７試合 15:32-15:42 レイソルトーア北柏イエロー

-

マイティ―稲イエロー

第８試合 15:44-15:54

-

レイソルトーア新松戸ホワイト

ワイズすずらんSC

第９試合 15:56-16:06

Pitch
第１試合 14:20-14:30
第２試合 14:32-14:42
第３試合 14:44-14:54

中学生にチャレンジゲーム②
（園児VSレイソルトーア中学生）

-

E（アトラクションコート①）
中学生にチャレンジゲーム①
（園児VSレイソルトーア中学生）

第４試合 14:56-15:06 空いている時間にEコートで中学生と試合をしましょう！
第５試合 15:08-15:18 試合時間１０分
第６試合 15:20-15:30 参加人数何人でもOK！
第７試合 15:32-15:42 ※参加希望者は試合開始前にEコートに集まって下さい。
第８試合 15:44-15:54 ※参加資格はキッズ大会に参加している園児のみとさせて頂きます。
第９試合 15:56-16:06 ※応援に来ている小学生の参加は不可とします。
■試合は8人制（ＧＫなし）で実施します。交代は自由です。
■試合は10分間です。
■試合開始・終了は、全コート同時ホイッスルです。
■試合開始10分前にコート横に集合し、試合に備えて下さい。
■スパイクの使用は禁止します。

■芝生内に入場できるのは、ADカード（１チーム３枚）をお渡しした
チーム引率者のみとなります。保護者の応援は陸上トラックでお願いします。
■ピッチ内に降りる場合は運動靴、スニーカーにてお願いします。
ハイヒール等での入場はできませんのでご注意下さい。

