
対戦予定表
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③

①

②

③
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②

③

①

②

③

13：30～14：15

https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/gakko/sho/nakamuranishi.html

中西 ＶＳ ワンハート

開一

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所

9月28日 12：30～15：00 中村西小学校 練馬区中村北４丁目１７−1

11：00～11：45

9月21日 9：00～13：00 大泉さくら運動公園 練馬区大泉学園町９丁目４−５ 開一（連盟）

ＵＰＦＣ ＶＳ

和光市荒川河川敷少年グランド 和光市大字下新倉 石神井

試合時間帯 会場 会場の住所

石神井 ＶＳ

試合日

10：00～10：45 南光 ＶＳ

ＶＳ

中西 ＶＳ

試合時間帯 会場 会場の住所

16：30～17：15 ＰＥＬＡＤＡ

16:00～18:00

　　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】【　Ａ　グループ】　　　　　　                          

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所

15：４0～16：25 南光

会場の地図のURL会場責任者

試合日

9月15日 https://www.navitime.co.jp/poi?spt=02022.95168

9月7日 15：00～18：00 こども発達支援センター 練馬区光が丘３丁目１－１

注意事項その他

注意事項その他

ＵＰＦＣ https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/shogaishashisetsu/hattatsushien/hattatsushien.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

向山

会場責任者

中西

会場の地図のURL会場責任者

https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/gakko/sho/nakamuranishi.html
https://www.navitime.co.jp/poi?spt=02022.95168
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/shogaishashisetsu/hattatsushien/hattatsushien.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html
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②

①

②

①

②

③

①

②

③

④

⑤

⑥

ＰＥＬＡＤＡ ＶＳ 中西

15：00～15：45 ワンハート ＶＳ ＰＥＬＡＤＡ

16：00～16：45 みなみＤ ＶＳ 石神井

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

10月19日 13：00～19：00 大泉さくら運動公園 練馬区大泉学園町９丁目４−５ 開一（連盟）、石神井 https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html

注意事項その他

12：30～13：15 南光 ＶＳ 向山

13：30～14：15 向山

13：00～13：45 注意事項その他

14：00～14：45 ＵＰＦＣ ＶＳ みなみＤ

17：00～17：45 南光 ＶＳ ワンハート

18：00～18：45 開一 ＶＳ 向山

試合日 試合時間帯 会場 会場の住所

15：30～16：15 石神井

10月14日 12：00～17：00 練馬総合運動場 練馬区練馬２丁目２９−１０ 向山

ＶＳ 石神井

ＶＳ 中西

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

会場責任者 会場の地図のURL

注意事項その他

11：30～12：15 石神井 ＶＳ 南光

13：00～13：45 UPFC ＶＳ 中西

会場責任者

12:00～12:45

会場の地図のURL

10月6日 11：00～14：00 秋の陽小学校 練馬区光が丘２丁目１−１ ＵＰＦＣ http://www.akinohi-e.nerima-tky.ed.jp/

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

向山 ＶＳ 中西

11:00～11:45 開一 ＶＳ ＵＰＦＣ

会場の地図のURL

10月5日 900～13：00 大泉さくら運動公園 練馬区大泉学園町９丁目４−５ 開一（連盟） https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html

https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/m/shisetsu/koen/undo/nerima.html
http://www.akinohi-e.nerima-tky.ed.jp/
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html
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④

①

②

注意事項その他

15：40～16：25 ＰＥＬＡＤＡ ＶＳ みなみＤ

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

11月3日 15：00～17：00 田柄第二小学校 練馬区田柄１丁目５−２７ ＰＥＬＡＤＡ　 http://www.tagara2-e.nerima-tky.ed.jp/

注意事項その他

8：40～9：25 ＵＰＦＣ ＶＳ 向山

9：55～10：40 向山 ＶＳ ワンハート

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

11月4日 8：00～11：00 秋の陽小学校 練馬区光が丘２丁目１−１ ＵＰＦＣ http://www.akinohi-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

11月4日 13：00～19：00 大泉さくら運動公園　Ａコート 練馬区大泉学園町９丁目４−５ 開一（連盟）、ＵＰＦＣ https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html

注意事項その他

13:30～14：15 開一 ＶＳ ＰＥＬＡＤＡ

15：25～16：10 みなみＤ ＶＳ 開一

16：30～17：15 南光 ＶＳ ＰＲＬＡＤＡ

17：45～18：30 みなみＤ ＶＳ 南光

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

11月4日 13：00～17：00 大泉さくら運動公園　Ｂコート 練馬区大泉学園町９丁目４−５ 開一（連盟） https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html

注意事項その他

13:30～14：15 石神井 ＶＳ ワンハート

15：25～16：10 ＵＰＦＣ ＶＳ 石神井

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

11月9日 14：40～17：00 中村西小学校 練馬区中村北４丁目１７−1 中西 https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/gakko/sho/nakamuranishi.html

http://www.tagara2-e.nerima-tky.ed.jp/
http://www.akinohi-e.nerima-tky.ed.jp/
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/koen/undo/oizumisakura.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/gakko/sho/nakamuranishi.html


①

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 会場の地図のURL

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 会場の地図のURL

11月9日 14：40～17：00 中村西小学校 練馬区中村北４丁目１７−1 中西 https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/gakko/sho/nakamuranishi.html

注意事項その他

15：40～16：25 中西 ＶＳ 南光

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

注意事項その他


