
対戦予定表

第1試合

第2試合

第3試合

第1試合

第2試合

第3試合

第１試合

第1試合

第2試合 10:30-11:20

9:30-10;20

http://www.kouwa-e.nerima-tky.ed.jp/

UPFC vs 光和イレブン FC

サンファン FC vs 不二

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所

5月4日 9:00-13:00 光和小学校グラウンド 練馬区石神井町 2-16-34

5月2日 17:00-19:00 大泉さくら運動場 練馬区大泉学園町 9-4-1 石西 SC

vs

仲町 FC vs

光和イレブン FC

貫井 SC

こども発達支援センター 練馬区光が丘 2-9-6 UPFC

試合時間帯 会場 会場の住所

石西 SC vs

11:40-12:30

試合日

17:20-18:10 石西 SC vs

UPFC vs

試合時間帯 会場 会場の住所

9:40-10:30 UPFC

FC ドラゴン

FC ドラゴン vs 石西 SC

13:10-14:00

14:05-14:55

仲町 FC

光和イレブン FC

9:00-13:00

10:40-11:30

　　三井のリハウス　東京都Ｕ-１２サッカーリーグ ブロックリーグ予定表　　【３ブロック】【Cグループ】

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所

12:15-13:05 貫井 SC

vs

会場の地図のURL会場責任者

試合日

4月28日（日） http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shogai/shisetsu/kodomohattatu.html

4月27日（土） 12:00-15:00 練馬総合グラウンドBコート 練馬区練馬 2-29-10

注意事項その他

注意事項その他

光和イレブン FC https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/nerima.html

注意事項その他

https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html

注意事項その他

会場の地図のURL

会場責任者 会場の地図のURL

①スパイク可能
②有料駐車場あり
（各チーム5台程度まで/1時間200円・以降30分100円）
③校舎内にトイレ完備
(必ずスリッパへ履き替えてください)
④中学校側の芝生は立入禁止

練馬 FC

会場責任者

光和イレブン FC

会場の地図のURL会場責任者

http://www.kouwa-e.nerima-tky.ed.jp/
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shogai/shisetsu/kodomohattatu.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/nerima.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html


第1試合

第2試合

第1試合

第1試合

第2試合

第1試合

第2試合

第3試合

15:25-16:15 UPFC ｖｓ 不二 SC

注意事項その他

14:15-15:05 不二 SC ｖｓ 仲町 FC

・グラウンドサイズは 50x38 ので少し狭いです。
・スパイク可。16:35-17:25 仲町 FC ｖｓ UPFC

仲町 FC http://www.nakamachi-e.nerima-tky.ed.jp/

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所

5月25日 14:00-17:30 仲町小学校 練馬区氷川台 2-18-14

会場責任者

注意事項その他

15:30-16:20 不二 SC ｖｓ 石西 SC

16:40-17:30 UPFC

会場の地図のURL

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所

5月19日 15:00-18:00 練馬総合グラウンドBコート 練馬区練馬 2-29-10 不二 SC

ｖｓ 貫井 SC

https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/nerima.html

会場責任者 会場の地図のURL

注意事項その他

11:20-12:10 不二 SC vs 練馬 FC

会場責任者

10:30-11:20

会場の地図のURL

5月11日 11:00-13:00 大泉さくら運動場 練馬区大泉学園町 9-4-1 不二 SC https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所

注意事項その他

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所 会場責任者

石西 SC vs 光和イレブン FC

15:30-16:20 サンファン FC vs FC ドラゴン

会場の地図のURL

5月5日 15:00-18:00 学校教育支援センター 練馬区光が丘 6-4-4-1 石西 SC

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所 会場責任者 会場の地図のURL

http://www.nakamachi-e.nerima-tky.ed.jp/
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/nerima.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html


第1試合

第2試合

第3試合

第1試合

第2試合

第3試合

第1試合
第2試合
第3試合

第1試合

第1試合
第2試合
第3試合
第4試合

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所 会場責任者 会場の地図のURL

13:30-14:20 貫井 SC ｖｓ 石西 SC
14:35-15:25 石西 SC vs 仲町 FC
15:40-16:30 貫井 SC ｖｓ サンファン FC
16:45-17:35 不二 SC ｖｓ FC ドラゴン

注意事項その他

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所 会場責任者

6月16日 13:00-18:00 和光市荒川河川敷運動公園 和光市下新倉 不二 SC

会場の地図のURL

http://www.city.wako.lg.jp/home/kyoiku/sport/sisetu/arakawa_kasenjiki.html

17:15-18:05 FC ドラゴン vs 仲町 FC

6月9日 17:00-19:00 大泉さくら運動場 練馬区大泉学園町 9-4-1 FC ドラゴン https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html

注意事項その他

8:30-9:20 不二 SC ｖｓ 貫井 SC
9:40-10:30 石西 SC vs サンファン FC
10:50-11:40 不二 SC ｖｓ 光和イレブン FC

注意事項その他

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所 会場責任者

6月9日 8:00-12:00 和光市荒川河川敷運動公園 和光市下新倉 不二 SC

会場の地図のURL

http://www.city.wako.lg.jp/home/kyoiku/sport/sisetu/arakawa_kasenjiki.html

13:30-14:20 光和イレブン FC ｖｓ FC ドラゴン

14:40-15:30 FC ドラゴン vs 練馬 FC

15:50-16:40 練馬 FC ｖｓ 貫井 SC

注意事項その他

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所 会場責任者

6月2日 13:00-17:30 四季の香小学校グラウンド 練馬区高松 5-24-1 FC ドラゴン

会場の地図のURL

http://www.shikinokaori-e.nerima-tky.ed.jp/

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所 会場責任者 会場の地図のURL

5月26日 13:00-17:00 光和小学校グラウンド 練馬区石神井町 2-16-34 光和イレブン FC http://www.kouwa-e.nerima-tky.ed.jp/

注意事項その他

13:30-14:20 練馬 FC ｖｓ サンファン FC

14:40-15:30 光和イレブン FC vs 練馬 FC

15:50-16:40 サンファン FC ｖｓ 光和イレブン FC

http://www.city.wako.lg.jp/home/kyoiku/sport/sisetu/arakawa_kasenjiki.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html
http://www.city.wako.lg.jp/home/kyoiku/sport/sisetu/arakawa_kasenjiki.html
http://www.shikinokaori-e.nerima-tky.ed.jp/
http://www.kouwa-e.nerima-tky.ed.jp/


第1試合
第2試合

第1試合

第1試合
第2試合

第1試合
第2試合

注意事項その他
①スパイク可能
②有料駐車場あり
（各チーム5台程度まで/1時間200円・以降30分100円）
③校舎内にトイレ完備
(必ずスリッパへ履き替えてください)
④中学校側の芝生は立入禁止

9:40-10:30 練馬 FC vs UPFC
10:40-11:30 UPFC vs サンファン FC

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所 会場責任者

6月23日 9:00-12:00 こども発達支援センター 練馬区光が丘 2-9-6 UPFC

会場の地図のURL

http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shogai/shisetsu/kodomohattatu.html

15:15-16:05 FC ドラゴン vs 貫井 SC

6月22日 15:00-17:00 大泉さくら運動場 練馬区大泉学園町 9-4-1 FC ドラゴン https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html

注意事項その他

14:30-15:20 サンファン FC ｖｓ 仲町 FC
15:40-16:30 仲町 FC ｖｓ 練馬 FC

注意事項その他

・グラウンドサイズは 50x38 ので少し狭いです。
・スパイク可。

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所 会場責任者

6月22日 14:00-17:00 仲町小学校 練馬区氷川台 2-18-14 仲町 FC

会場の地図のURL

http://www.nakamachi-e.nerima-tky.ed.jp/

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所 会場責任者 会場の地図のURL

6月29日 17:00-19:00 高松小学校 練馬区高松 3-16-1 練馬 FC http://www.takamatsu-e.nerima-tky.ed.jp/

注意事項その他

17:15-18:05 サンファン FC ｖｓ 仲町 FC
①入場は16:50より、退場は19:20までとなります。
②駐車場ありません。
③スパイク不可。

18:10-19:00 仲町 FC ｖｓ 練馬 FC

http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shogai/shisetsu/kodomohattatu.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html
http://www.nakamachi-e.nerima-tky.ed.jp/
http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shogai/shisetsu/kodomohattatu.html

