
期日：平成30年12月22日(土)

会場： 葛和田サッカー場

♦予選グループＡ 試合時間20-5-20分

東小沢 日進 大庭 勝ち点 得失点 総得点 順位

♦予選グループＢ 試合時間20-5-20分

セレソン 横須賀 つくば 勝ち点 得失点 総得点 順位

♦予選グループＣ 試合時間20-5-20分

バディ 境 市川 勝ち点 得失点 総得点 順位

♦予選グループＤ 試合時間20-5-20分

ジュベ 府中 SH 勝ち点 得失点 総得点 順位

《試合時間割と対戦、審判割当》 試合時間20-5-20分

第１試合 対戦

10:00 主審

副審

第２試合 対戦

10:50 主審

副審

第３試合 対戦

11:40 主審

副審

第４試合 対戦

12:30 主審

副審

第５試合 対戦

13:20 主審

副審

第６試合 対戦

14:10 主審

副審

派遣 派遣

東小沢 大庭 セレソン つくば

バディ 市川 ジュベ SH

派遣 派遣

境 市川 府中 SH

日進 大庭 横須賀 つくば

東小沢 大庭 セレソン つくば

境 市川 府中 SH

派遣 派遣

派遣 派遣

バディ 境 ジュベ 府中

東小沢 日進 セレソン 横須賀

日進 大庭 横須賀 つくば

バディ 境 ジュベ 府中

派遣 派遣

派遣 派遣

バディ 市川 ジュベ SH

東小沢 日進 セレソン 横須賀

府中なでしこ（東京）

SHガールズ(神奈川③)

A面 B面

チーム名

河内SCジュベニール（栃木①）

チーム名

バディFC（東京）

エストレーラFC境クリアンサ(群馬②)

つくばFCガールズ(茨城③)

大宮日進SSレディース(埼玉②)

FC大庭レディース(神奈川④)

チーム名

市川FC（千葉④）

第31回8都県少女サッカー大会予選リーグ

チーム名

東小沢FCバンビーナネクスト(茨城①)

セレソン群馬ヴァリエンテス(群馬①)

横須賀シーガルズAMY(神奈川②)



期日：平成30年12月22日(土)

会場： 葛和田サッカー場

♦予選グループE 試合時間20-5-20分

戸塚 OYAMA 松戸 勝ち点 得失点 総得点 順位

♦予選グループF 試合時間20-5-20分

千葉中央 KAISHIN 舘林 勝ち点 得失点 総得点 順位

♦予選グループG 試合時間20-5-20分

武田消毒 ポニータ 和光 勝ち点 得失点 総得点 順位

♦予選グループH 試合時間20-5-20分

西鶴間 久米 川越 勝ち点 得失点 総得点 順位

《試合時間割と対戦、審判割当》 試合時間20-5-20分

第１試合 対戦

10:00 主審

副審

第２試合 対戦

10:50 主審

副審

第３試合 対戦

11:40 主審

副審

第４試合 対戦

12:30 主審

副審

第５試合 対戦

13:20 主審

副審

第６試合 対戦

14:10 主審

副審

派遣 派遣

戸塚 松戸

武田消毒 和光 西鶴間 川越

千葉中央 舘林

派遣 派遣

ポニータ 和光 久米 川越

OYAMA 松戸 KAISHIN 舘林

戸塚 松戸 千葉中央 舘林

ポニータ 和光 久米 川越

派遣 派遣

派遣 派遣

武田消毒 ポニータ 西鶴間 久米

戸塚 OYAMA 千葉中央 KAISHIN

OYAMA 松戸 KAISHIN 舘林

武田消毒 ポニータ 西鶴間 久米

派遣 派遣

派遣 派遣

武田消毒 和光 西鶴間 川越

D面

戸塚 OYAMA 千葉中央 KAISHIN

久米サッカースポーツ少年団(茨城②)

川越女子ジュニアSC(埼玉③)

C面

チーム名

西鶴間SCレディース(神奈川①)

チーム名

武田消毒ジェイドFC（山梨①）

FC千葉ポニータ（千葉②）

AC舘林フェリス(群馬③)

OYAMA-LFC（栃木②）

松戸FC（千葉③）

チーム名

SC和光ベレーザ(埼玉④)

第31回8都県少女サッカー大会予選リーグ

チーム名

戸塚FCガールズ(埼玉①)

千葉中央FC U12ガールズ（千葉①）

FC　KAISHIN（東京）



期日：平成30年12月23日(日)

会場： 葛和田サッカー場

◆ 1位パートトーナメント 試合時間15-5-15分

副審 B3勝者 B4勝者

14:00 主審 派遣 派遣

第6試合 対戦 A3勝者 A4勝者

副審 A3勝者 A4勝者

13:00 主審 派遣

第5試合 対戦 B3勝者 B4勝者

副審 A1勝者 B1勝者

派遣

12:00 主審 派遣 派遣

第4試合 対戦 A2勝者 B2勝者

副審 A2勝者 B2勝者

第3試合 対戦 A1勝者 B1勝者

11:00 主審 派遣

副審 あ い

10:00 主審 派遣 派遣

第2試合 対戦 お か

副審 お か

9:00 主審 派遣 派遣

第1試合 対戦 あ い

A B

う え

（か）　　　　グループ＜　＞　１位

A4 B4

（き）　　　　グループ＜　＞　１位

A2

B1

（え）　　　　グループ＜　＞　１位

B2

（く）　　　　グループ＜　＞　１位

第31回8都県少女サッカー大会　順位トーナメント

（あ）　　　　グループ＜　＞　１位

A1

A6 B6 B5 A5

（い）　　　　グループ＜　＞　１位

A3 B3

（う）　　　　グループ＜　＞　１位

（お）　　　　グループ＜　＞　１位

き く

A1敗者

A2敗者

A2敗者

A1敗者

う

き

B3敗者

A3敗者

A3敗者

B3敗者

え

く

B4敗者

A4敗者

A4敗者

B4敗者

B1敗者

B2敗者

B2敗者

B1敗者

派遣



期日：平成30年12月23日(日)

会場： 葛和田サッカー場

◆ 2位パートトーナメント 試合時間15-5-15分

◆ 3位パートトーナメント 試合時間15-5-15分

F3敗者副審 C3勝者 D3勝者 C3敗者 D3敗者 E3勝者 F3勝者 E3敗者

E4勝者 F4勝者 E4敗者 F4敗者

14:00 主審

第6試合 対戦 C4勝者 D4勝者 C4敗者 D4敗者

派遣 派遣

副審 C4勝者

派遣

E4勝者 F4勝者 E4敗者 F4敗者D4勝者 C4敗者 D4敗者

F1敗者副審 C1勝者 D1勝者 E1勝者 F1勝者

E3勝者 F3勝者 E3敗者 F3敗者D3勝者 C3敗者 D3敗者

13:00 主審

第5試合 対戦 C3勝者

派遣

C1敗者 D1敗者 E1敗者

C2敗者 D2敗者 E2敗者 F2敗者

12:00 主審

第4試合 対戦 C2勝者 D2勝者 E2勝者 F2勝者

派遣 派遣

11:00 主審

副審 C2勝者 C2敗者 D2敗者 E2敗者 F2敗者D2勝者 E2勝者 F2勝者

派遣

ね副審 ち つ て と

C1敗者 D1敗者 E1敗者 F1敗者D1勝者 E1勝者 F1勝者

派遣

な に ぬ

第3試合 対戦 C1勝者

す せ そ た

10:00 主審

第2試合 対戦 け こ さ し

派遣 派遣

副審 け

派遣

す せ そ たこ さ し

9:00 主審

第1試合 対戦 ち

派遣

C D E F

な に ぬ ねつ て と

（に）　　　　グループ＜　＞　3位

D3 F3

（ぬ）　　　　グループ＜　＞　3位

F1

（ね）　　　　グループ＜　＞　3位

C5 D5 F5 E5

（な）　　　　グループ＜　＞　3位

E1

（つ）　　　　グループ＜　＞　3位

C3 E3

（て）　　　　グループ＜　＞　3位

D1

（と）　　　　グループ＜　＞　3位

（ち）　　　　グループ＜　＞　3位

C1

（せ）　　　　グループ＜　＞　2位

D4 F4

（そ）　　　　グループ＜　＞　2位

E2

D2

（し）　　　　グループ＜　＞　2位

F2

（た）　　　　グループ＜　＞　2位

第31回8都県少女サッカー大会　順位トーナメント

（け）　　　　グループ＜　＞　2位

C2

C6 D6

（こ）　　　　グループ＜　＞　2位

C4 E4

（さ）　　　　グループ＜　＞　2位

F6 E6

（す）　　　　グループ＜　＞　2位


