
試合順 時間 チーム チーム 審判 チーム チーム 審判

― 8:50

― 9:00

第1試合 9:30 FC 高津(A) vs FC 高津(B) 鷹ＳＣ 酒々井FC vs 白銀T-REX Lacoいなほ

第2試合 9:45 FC根郷 vs CIイレブン Laco富里 千代田FC vs セレステ成田JFC 村上ＳＣ

第3試合 10:00 Lacoいなほ vs ＦＣボレイロ成田 酒々井FC 鷹ＳＣ vs サンクチュアリＦＣ FC 高津(A)

第4試合 10:15 村上ＳＣ vs ユーカリが丘SC FC 高津（Ｃ） FC 高津（Ｃ） vs Laco富里 ＦＣボレイロ成田

第5試合 10:30 FC 高津(A) vs FC根郷 セレステ成田JFC 酒々井FC vs 千代田FC ユーカリが丘SC

第6試合 10:45 FC 高津(B) vs CIイレブン サンクチュアリＦＣ 白銀T-REX vs セレステ成田JFC FC 高津(A)

第7試合 11:00 Lacoいなほ vs 村上ＳＣ 白銀T-REX 鷹ＳＣ vs FC 高津（Ｃ） CIイレブン

第8試合 11:15 ＦＣボレイロ成田 vs ユーカリが丘SC 千代田FC サンクチュアリＦＣ vs Laco富里 FC 高津(B)

第9試合 11:30 FC 高津(A) vs CIイレブン 鷹ＳＣ 酒々井FC vs セレステ成田JFC 村上ＳＣ

第10試合 11:45 FC 高津(B) vs FC根郷 セレステ成田JFC 白銀T-REX vs 千代田FC ＦＣボレイロ成田

第11試合 12:00 Lacoいなほ vs ユーカリが丘SC FC 高津（Ｃ） 鷹ＳＣ vs Laco富里 CIイレブン

第12試合 12:15 ＦＣボレイロ成田 vs 村上ＳＣ 酒々井FC サンクチュアリＦＣ vs FC 高津（Ｃ） Lacoいなほ

第13試合 12:30 CIイレブン vs ユーカリが丘SC 千代田FC セレステ成田JFC vs Laco富里 FC 高津(B)

第14試合 12:45 FC 高津(A) vs Lacoいなほ 白銀T-REX 酒々井FC vs 鷹ＳＣ FC根郷

第15試合 13:00 FC 高津(B) vs ＦＣボレイロ成田 Laco富里 白銀T-REX vs サンクチュアリＦＣ CIイレブン

第16試合 13:15 FC根郷 vs 村上ＳＣ サンクチュアリＦＣ 千代田FC vs FC 高津（Ｃ） ユーカリが丘SC

第17試合 13:30 CIイレブン vs ＦＣボレイロ成田 千代田FC セレステ成田JFC vs サンクチュアリＦＣ FC根郷

第18試合 13:45 FC 高津(B) vs ユーカリが丘SC セレステ成田JFC 白銀T-REX vs Laco富里 FC 高津(A)

第19試合 14:00 FC 高津(A) vs 村上ＳＣ 白銀T-REX 酒々井FC vs FC 高津（Ｃ） スタッフ

第20試合 14:15 FC根郷 vs Lacoいなほ 酒々井FC 千代田FC vs 鷹ＳＣ FC 高津(B)

第21試合 14:30 CIイレブン vs 村上ＳＣ Laco富里 セレステ成田JFC vs FC 高津（Ｃ） ユーカリが丘SC

第22試合 14:45 FC 高津(A) vs ＦＣボレイロ成田 鷹ＳＣ 酒々井FC vs サンクチュアリＦＣ 村上ＳＣ

第23試合 15:00 FC 高津(B) vs Lacoいなほ サンクチュアリＦＣ 白銀T-REX vs 鷹ＳＣ FC根郷

第24試合 15:15 FC根郷 vs ユーカリが丘SC FC 高津（Ｃ） 千代田FC vs Laco富里 CIイレブン

第25試合 15:30 CIイレブン vs Lacoいなほ 千代田FC セレステ成田JFC vs 鷹ＳＣ FC 高津(A)

第26試合 15:45 FC 高津(B) vs 村上ＳＣ 酒々井FC 白銀T-REX vs FC 高津（Ｃ） ＦＣボレイロ成田

第27試合 16:00 FC 高津(A) vs ユーカリが丘SC 白銀T-REX 酒々井FC vs Laco富里 Lacoいなほ

第28試合 16:15 FC根郷 vs ＦＣボレイロ成田 鷹ＳＣ 千代田FC vs サンクチュアリＦＣ FC 高津(B)

― 16:30 予選リーグ終了
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