
平成２９年度　都民生涯スポーツ大会　サッカー競技　日程表
駒沢補助競技場

試合日 チーム BLK　NO. 順番 主審 副審担当 副審担当

8月20日 清瀬市 405A ① 09:30 - 10:15 清瀬市 品川区 都協会派遣 国立市 新宿区

品川区
（４０歳以上）

② 10:30 - 11:15 国立市 新宿区 都協会派遣 日野市 清瀬市

国立市 ③ 11:30 - 12:15 日野市 清瀬市 都協会派遣 品川区 国立市

新宿区 ④ 12:30 - 13:15 品川区 国立市 都協会派遣 新宿区 日野市

日野市 ⑤ 13:30 - 14:15 新宿区 日野市 都協会派遣 清瀬市 品川区

試合毎のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ１5分　　　　　ブロック入替のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ15分

昭島市 405B ⑥ 15:30 - 16:15 昭島市 江戸川区 都協会派遣 八王子市 足立区

江戸川区
（４０歳以上）

⑦ 16:30 - 17:15 八王子市 足立区 都協会派遣 武蔵野市 昭島市

八王子市 ⑧ 17:30 - 18:15 武蔵野市 昭島市 都協会派遣 江戸川区 八王子市

足立区 ⑨ 18:30 - 19:15 江戸川区 八王子市 都協会派遣 足立区 武蔵野市

武蔵野市 ⑩ 19:30 - 20:15 足立区 武蔵野市 都協会派遣 昭島市 江戸川区

8月27日 千代田区 405Ｃ ① 09:30 - 10:15 千代田区 世田谷区 都協会派遣 青梅市 練馬区

世田谷区
（４０歳以上）

② 10:30 - 11:15 青梅市 練馬区 都協会派遣 小金井市 千代田区

青梅市 ③ 11:30 - 12:15 小金井市 千代田区 都協会派遣 世田谷区 青梅市

練馬区 ④ 12:30 - 13:15 世田谷区 青梅市 都協会派遣 練馬区 小金井市

小金井市 ⑤ 13:30 - 14:15 練馬区 小金井市 都協会派遣 千代田区 世田谷区

試合毎のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ１5分　　　　　ブロック入替のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ15分

墨田区 405D ⑥ 15:30 - 16:15 墨田区 多摩市 都協会派遣 大田区 杉並区

多摩市
（４０歳以上）

⑦ 16:30 - 17:15 大田区 杉並区 都協会派遣 目黒区 墨田区

大田区 ⑧ 17:30 - 18:15 目黒区 墨田区 都協会派遣 多摩市 大田区

杉並区 ⑨ 18:30 - 19:15 多摩市 大田区 都協会派遣 杉並区 目黒区

目黒区 ⑩ 19:30 - 20:15 杉並区 目黒区 都協会派遣 墨田区 多摩市

9月3日 稲城市 405E ① 09:30 - 10:15 稲城市 あきる野市 都協会派遣 台東区 立川市

あきる野市
（４０歳以上）

② 10:30 - 11:15 台東区 立川市 都協会派遣 板橋区 稲城市

台東区 ③ 11:30 - 12:15 板橋区 稲城市 都協会派遣 あきる野市 台東区

立川市 ④ 12:30 - 13:15 あきる野市 台東区 都協会派遣 立川市 板橋区

板橋区 ⑤ 13:30 - 14:15 立川市 板橋区 都協会派遣 稲城市 あきる野市

試合毎のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ１5分　　　　　ブロック入替のｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ15分

北区 405Ｆ ⑥ 15:30 - 16:15 北区 小平市 都協会派遣 港区 三鷹市

小平市
（４０歳以上）

⑦ 16:30 - 17:15 港区 三鷹市 都協会派遣 中央区 北区

港区 ⑧ 17:30 - 18:15 中央区 北区 都協会派遣 小平市 港区

三鷹市 ⑨ 18:30 - 19:15 小平市 港区 都協会派遣 三鷹市 中央区

中央区 ⑩ 19:30 - 20:15 三鷹市 中央区 都協会派遣 北区 小平市

時間 対戦


