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＜第１・２節＞ 　4月8日（日） 会場： 等々力多目的広場 会場担当：

1 －

2 －

3 －

4 －

5 －

6 －

7 －

8 －

9 －

10 －

＜第３・４節＞ 　4月14日（土） 会場： 等々力多目的広場 会場担当：

11 －

12 －

13 －

14 －

15 －

16 －

17 －

18 －

19 －

20 －

＜第５・６節＞ 　4月15日（日） 会場： 麻生小学校 会場担当：

21 －

22 －

23 －

24 －

25 －

26 －

27 －

＜第７・８節＞ 　4月21日（土） 会場： 等々力多目的広場 会場担当：

28 －

29 －

30 －

31 －

32 －

33 －

34 －

35 －

36 －

37 －

第25回川崎市春季少女サッカー大会　日程表

時間 ブロック 対　　戦 主　審 副審１ 副審２

幸チェリーズ

9:40 － エンジョイSCラガッツァ 幸チェリーズ さぎぬまスワンズSC 野川キッカーズエルマーナ 野川キッカーズエルマーナ

9:00 － さぎぬまスワンズSC 野川キッカーズエルマーナ エンジョイSCラガッツァ 幸チェリーズ

エンジョイSCラガッツァ FC  Viso

野川キッカーズエルマーナ エンジョイSCラガッツァ 川崎ウィングスFC さぎぬまスワンズSC さぎぬまスワンズSC

10:20 － さぎぬまスワンズSC 川崎ウィングスFC 幸チェリーズ エンジョイSCラガッツァ エンジョイSCラガッツァ

11:00 －

12:20 － 南百合丘リリーズ FC中原レジーナ AC等々力マーメイド 川崎ウィングスFC 川崎ウィングスFC

11:40 － 幸チェリーズ 川崎ウィングスFC 野川キッカーズエルマーナ 南百合丘リリーズ 南百合丘リリーズ

13:40 － 南百合丘リリーズ FC  Viso AC等々力マーメイド AC等々力オレンジ AC等々力オレンジ

13:00 － AC等々力オレンジ AC等々力マーメイド FC中原レジーナ FC  Viso FC  Viso

時間 ブロック 対　　戦 主　審 副審１ 副審２

南百合丘リリーズ

15:00 － AC等々力マーメイド FC  Viso AC等々力オレンジ FC中原レジーナ FC中原レジーナ

14:20 － FC中原レジーナ AC等々力オレンジ FC  Viso 南百合丘リリーズ

9:40 － 野川キッカーズエルマーナ 川崎ウィングスFC さぎぬまスワンズSC 幸チェリーズ 幸チェリーズ

9:00 － さぎぬまスワンズSC 幸チェリーズ 野川キッカーズエルマーナ エンジョイSCラガッツァ

11:00 － 野川キッカーズエルマーナ 幸チェリーズ エンジョイSCラガッツァ

AC等々力マーメイド

さぎぬまスワンズSCさぎぬまスワンズSC

10:20 － さぎぬまスワンズSC エンジョイSCラガッツァ 川崎ウィングスFC 野川キッカーズエルマーナ

12:20 － 南百合丘リリーズ AC等々力マーメイド 高津ガールズ 川崎ウィングスFC 川崎ウィングスFC

FC  Viso11:40 － エンジョイSCラガッツァ 川崎ウィングスFC 幸チェリーズ

13:40 － 南百合丘リリーズ AC等々力オレンジ FC  Viso 高津ガールズ

13:00 － FC  Viso 高津ガールズ AC等々力マーメイド

9:40 － エンジョイSCラガッツァ 高津ガールズ 野川キッカーズエルマーナ 南百合丘リリーズ

時間 ブロック 対　　戦 主　審 副審１

9:00 － 野川キッカーズエルマーナ AC等々力オレンジ エンジョイSCラガッツァ 高津ガールズ

14:20 － FC中原レジーナ AC等々力マーメイド AC等々力オレンジ

FC中原レジーナ

南百合丘リリーズ

15:00 － AC等々力オレンジ 高津ガールズ

11:00 － 幸チェリーズ FC  Viso 野川キッカーズエルマーナ 野川キッカーズエルマーナ南百合丘リリーズ

10:20 － 野川キッカーズエルマーナ 南百合丘リリーズ 高津ガールズ エンジョイSCラガッツァ

12:20 － 幸チェリーズ 南百合丘リリーズ 川崎ウィングスFC 高津ガールズ 高津ガールズ

11:40 － 川崎ウィングスFC 高津ガールズ 幸チェリーズ FC  Viso

時間 ブロック 対　　戦 主　審 副審１ 副審２

13:00 － 川崎ウィングスFC FC  Viso 南百合丘リリーズ 幸チェリーズ

9:40 － 野川キッカーズエルマーナ FC  Viso エンジョイSCラガッツァ 南百合丘リリーズ 南百合丘リリーズ

9:00 － エンジョイSCラガッツァ 南百合丘リリーズ 野川キッカーズエルマーナ FC  Viso

10:20 － さぎぬまスワンズSC 南百合丘リリーズ FC  Viso

野川キッカーズエルマーナ12:20 － 川崎ウィングスFC AC等々力マーメイド

11:40 － 野川キッカーズエルマーナ FC中原レジーナ

13:40 － 川崎ウィングスFC FC中原レジーナ 高津ガールズ 高津ガールズ

13:00 －

11:00 － エンジョイSCラガッツァ FC  Viso 南百合丘リリーズ

AC等々力オレンジ幸チェリーズ 高津ガールズ 川崎ウィングスFC

川崎ウィングスFC FC  Viso

AC等々力マーメイド

川崎ウィングスFC

FC中原レジーナ

15:00 － 幸チェリーズ AC等々力オレンジ AC等々力マーメイド AC等々力マーメイド高津ガールズ

14:20 － AC等々力マーメイド 高津ガールズ 川崎ウィングスFC FC中原レジーナ 川崎ウィングスFC

高津ガールズ

第４審

野川キッカーズエルマーナ

エンジョイSCラガッツァ

FC  Viso

幸チェリーズ

第４審

エンジョイSCラガッツァ

さぎぬまスワンズSC

幸チェリーズ

川崎ウィングスFC

野川キッカーズエルマーナ

AC等々力マーメイド

FC中原レジーナ

AC等々力マーメイド

川崎ウィングスFC

南百合丘リリーズ

FC中原レジーナ

第４審

エンジョイSCラガッツァ

野川キッカーズエルマーナ

高津ガールズ

南百合丘リリーズ

エンジョイSCラガッツァ

幸チェリーズ

南百合丘リリーズ

幸チェリーズ AC等々力マーメイド

エンジョイSCラガッツァ

FC  Viso

幸チェリーズ

FC  Viso

エンジョイSCラガッツァ

高津ガールズ

AC等々力オレンジ

FC  Viso

野川キッカーズエルマーナ AC等々力オレンジ

高津ガールズ

AC等々力オレンジ

南百合丘リリーズ

副審２

AC等々力オレンジ

AC等々力マーメイド

高津ガールズ

FC  Viso

南百合丘リリーズ

野川キッカーズエルマーナ

エンジョイSCラガッツァ

FC  Viso

AC等々力オレンジ

第４審

野川キッカーズエルマーナ

さぎぬまスワンズSC

川崎ウィングスFC

AC等々力マーメイド

エンジョイSCラガッツァ

AC等々力オレンジ

AC等々力マーメイド

南百合丘リリーズ

川崎ウィングスFCFC  Viso

野川キッカーズエルマーナ 　FC中原レジーナ　FC中原レジーナ

さぎぬまスワンズSCさぎぬまスワンズSC



＜第9・10節＞ 　4月29日（日） 会場： 等々力多目的広場 会場担当：

38 －

39 －

40 －

41 －

42 －

43 －

44 －

＜第11・12節＞ 　5月3日（木：祝） 会場： 等々力多目的広場 会場担当：

45 －

46 －

47 －

48 －

49 －

50 －

51 －

＜第13節＞ 　未定 会場： 未定 会場担当：

52 －

53 －

54 －

55 －

<予備日>　試合消化状況に応じて検討

《お願いと注意事項》

　　１．　第一試合と第二試合に参加されるチームは、会場準備のため、一試合目開始の1時間30分前に代表者1～2名がお集まり下さい。

　　２．　最終ゲームに出場チームはあと片付けのお手伝いをお願いします。

　　３．　来場の際は出来るだけ電車、バスをご利用下さい。また、会場内は禁煙です。ゴミは各自で持ち帰り下さい。

　　４．　審判割り当てにご協力下さい。審判を担当される方は服装を整え、良いジャッジができるよう準備して下さい。

　　　　　試合終了後には審判報告書の記入をお願いします。

　　５．　審判の判定に対する異議は慎しむよう各チームおよび応援来場者にご理解とご協力を徹底して頂きたいと思います。

　　６．　少雨決行いたします。中止の場合は、川崎市サッカー協会第４種委員会のホームページ《緊急連絡用ページ》にてお知らせします。

※携帯で確認できます。

時間 ブロック 対　　戦 主　審 副審１ 副審２

川崎ウィングスFC さぎぬまスワンズSC

9:40 － 幸チェリーズ AC等々力マーメイド 川崎ウィングスFC AC等々力オレンジ AC等々力オレンジ

9:00 － 川崎ウィングスFC 南百合丘リリーズ AC等々力マーメイド 幸チェリーズ 幸チェリーズ

11:40 － FC中原レジーナ 高津ガールズ FC  Viso さぎぬまスワンズSC

AC等々力マーメイド

11:00 － さぎぬまスワンズSC AC等々力マーメイド 川崎ウィングスFC AC等々力オレンジ AC等々力オレンジ

10:20 － 川崎ウィングスFC AC等々力オレンジ 幸チェリーズ AC等々力マーメイド

さぎぬまスワンズSC

13:00 － 野川キッカーズエルマーナ 高津ガールズ さぎぬまスワンズSC FC  Viso FC  Viso さぎぬまスワンズSC

12:20 － さぎぬまスワンズSC FC  Viso FC中原レジーナ 高津ガールズ

9:00 －

時間 ブロック 対　　戦 主　審 副審１ 副審２

10:20 －

9:40 － 南百合丘リリーズ 高津ガールズ AC等々力オレンジ FC  Viso FC  Viso

AC等々力オレンジ AC等々力オレンジ

高津ガールズ

11:00 －

13:00 －

エンジョイSCラガッツァ

11:40 －

野川キッカーズエルマーナ AC等々力マーメイド FC中原レジーナ

エンジョイSCラガッツァ FC中原レジーナ 野川キッカーズエルマーナ さぎぬまスワンズSC

時間 ブロック 対　　戦 主　審 副審１ 副審２ 第４審

FC中原レジーナ

12:20 － FC中原レジーナ

さぎぬまスワンズSC FC中原レジーナ AC等々力マーメイド 野川キッカーズエルマーナ 野川キッカーズエルマーナ

エンジョイSCラガッツァ

9:40 － エンジョイSCラガッツァ AC等々力オレンジ FC中原レジーナ FC  Viso FC  Viso FC中原レジーナ

9:00 － FC中原レジーナ FC  Viso エンジョイSCラガッツァ AC等々力オレンジ AC等々力オレンジ エンジョイSCラガッツァ

11:00 － さぎぬまスワンズSC 高津ガールズ 幸チェリーズ FC中原レジーナ FC中原レジーナ 幸チェリーズ

10:20 － 幸チェリーズ FC中原レジーナ さぎぬまスワンズSC 高津ガールズ 高津ガールズ さぎぬまスワンズSC

第４審

AC等々力マーメイド

第４審

AC等々力マーメイド

川崎ウィングスFC

幸チェリーズ

川崎ウィングスFC

FC  Viso

高津ガールズ FC中原レジーナ

野川キッカーズエルマーナさぎぬまスワンズSC

高津ガールズ 南百合丘リリーズ

さぎぬまスワンズSC

さぎぬまスワンズSC AC等々力オレンジ エンジョイSCラガッツァ AC等々力マーメイド AC等々力マーメイド

高津ガールズ

エンジョイSCラガッツァ

エンジョイSCラガッツァ AC等々力マーメイド さぎぬまスワンズSC

AC等々力オレンジ

AC等々力オレンジ FC  Viso 南百合丘リリーズ


