
8月23日(土) 予選リーグ 40分×3試合
A組： FCコリア・新宿内藤ＦＣ・中野区トレセン・北区トレセンＡ 8月24日(日) 順位決定リーグ 40分×3試合
B組： 東京ヴェルディＦＣ・荒川区トレセン・豊島区トレセン・北区トレセンＢ リーグ順位：勝点・得失点差・総得点・対戦結果・ＰＫ戦

主審 副審１ 副審２ 4審 主審 副審１ 副審２ 4審

1 10:00 ～ 10:45 コリア 新宿内藤 北区 豊島区 荒川区 北区 中野区 北区Ａ 北区 ヴェルディ 北区Ｂ 北区

2 11:00 ～ 11:45 ヴェルディ 荒川区 北区 コリア 新宿内藤 北区 豊島区 北区Ｂ 北区 中野区 北区Ａ 北区

3 12:15 ～ 13:00 コリア 中野区 北区 ヴェルディ 荒川区 北区 新宿内藤 北区Ａ 北区 豊島区 北区Ｂ 北区

4 13:15 ～ 14:00 ヴェルディ 豊島区 北区 コリア 中野区 北区 荒川区 北区Ｂ 北区 新宿内藤 北区Ａ 北区

5 14:30 ～ 15:15 中野区 新宿内藤 北区 ヴェルディ 豊島区 北区 コリア 北区Ａ 北区 荒川区 北区Ｂ 北区

6 15:30 ～ 16:15 豊島区 荒川区 北区 中野区 新宿内藤 北区 ヴェルディ 北区Ｂ 北区 コリア 北区Ａ 北区

A組3位 B組4位 北区 A組1位 B組1位 北区 A組4位 B組3位 北区 A組2 B組2位 北区

北区Ａ 豊島区 笠井 新宿内藤 ヴェルディ 立原 コリア 北区Ｂ 野口 中野区 荒川区 後藤

A組1位 B組2位 北区 A組3位 B組4位 北区 A組2位 B組1位 北区 A組4位 B組3位 北区

新宿内藤 荒川区 山崎 北区Ａ 豊島区 佐々木 中野区 ヴェルディ 立原 コリア 北区Ｂ 福間

A組3位 A組4位 北区 A組1位 B組2位 北区 B組3位 B組4位 北区 A組2位 B組1位 北区

北区Ａ コリア 佐々木 新宿内藤 荒川区 笠井 北区Ｂ 豊島区 後藤 中野区 ヴェルディ 野口

A組1位 A組2位 北区 A組3位 A組4位 北区 B組1位 B組2位 北区 B組3位 B組4位 北区

新宿内藤 中野区 佐藤 北区Ａ コリア 鈴区 ヴェルディ 荒川区 及川 北区Ｂ 豊島区 甲田

A組3位 B組3位 北区 A組1位 A組2位 北区 A組4位 B組4位 北区 B組1位 B組2位 北区

北区Ａ 北区Ｂ 片瀬 新宿内藤 中野区 鈴木 コリア 豊島区 長谷川 ヴェルディ 荒川区 喜多村

A組1位 B組1位 北区 A組3位 B組3位 北区 A組2位 B組2位 北区 A組4位 B組4位 北区

新宿内藤 ヴェルディ 喜多村 北区Ａ 北区Ｂ 佐藤 中野区 荒川区 大竹 コリア 豊島区 及川

16:30 ～

＊開場時刻は、午前９時です。中央玄関及び駐輪場側門から出入りして下さい。

＊駐車場は有料です（午前９時～午後９時）。駐車スペースは確保できませんが、各チーム３台以内（スタッフ用）での利用をお願いします。

＊応援観戦は、２階スタンド席（指定）で行って下さい。 ＊トイレは２階スタンド裏を使用して下さい。 ＊グラウンドへは入場できません。

＊会場・施設内は全面喫煙厳禁です。 ＊貴重品・小さいお子さんの管理は、各自で十分に気をつけて下さい。 ＊ごみは持ち帰ってください。

※審判の主審・第４審は北区で行います。副審１・２を分担していただきますのでご準備をお願い致します。

※会場は北区サッカー協会ホームページで確認して下さい。下記及び別紙の試合運営方法・会場使用方法の詳細を周知厳守して下さい。
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第13回北区招待少年サッカー大会2014 北区サッカー協会少年少女委員会
男子ジュニアトレーニングセンター

会場：北区立赤羽スポーツの森公園競技場
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