
第48回 墨東五区サッカー選⼿権⼤会　in 葛飾区 ⽇別⽇程

審判員証
提⽰

MCM
監督会議

メンバー表
提出(3部) KickOff 会場 カテゴリ MNo Home vs Away 主審 第四審 副審１ 副審２ MC アセッサー

11⽉11⽇ ⽇ 08:30 08:30 09:00 09:30 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 ⼀般 ③ 江東区 vs ⾜⽴区 墨五審 墨五審 墨五審 墨五審 葛飾区 墨五審

11⽉11⽇ ⽇ 10:10 10:10 10:40 11:10 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 ⼀般 ① 江⼾川区 vs 墨⽥区 墨五審 墨五審 墨五審 墨五審 墨⽥区 墨五審

11⽉11⽇ ⽇ 13:00

11⽉11⽇ ⽇ 13:00 13:00 13:30 14:00 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 少年 ① 葛飾区 A vs ⾜⽴区 江⼾川区 江⼾川区 江⼾川区 江⼾川区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 14:05 14:05 14:35 15:05 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 少年 ② 江⼾川区 vs 墨⽥区 葛飾区 A 葛飾区 A 葛飾区 A 葛飾区 A 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 15:10 15:10 15:40 16:10 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 少年 ③ 葛飾区 A vs 江東区 墨⽥区 墨⽥区 墨⽥区 墨⽥区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 16:15 16:15 16:45 17:15 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 少年 ④ 江⼾川区 vs 葛飾区 B ⾜⽴区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 17:20 17:20 17:50 18:20 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 少年 ⑤ ⾜⽴区 vs 江東区 葛飾区 B 葛飾区 B 葛飾区 B 葛飾区 B 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 18:25 18:25 18:55 19:25 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 少年 ⑥ 墨⽥区 vs 葛飾区 B 江東区 江東区 江東区 江東区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 09:00 09:00 09:00 09:30 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 中学⽣ ① ⾜⽴区 vs 江東区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 10:35 10:35 10:35 11:05 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 中学⽣ ③ 墨⽥区 vs 江⼾川区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 江東区 江東区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 12:10 12:10 12:10 12:40 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O40) ① ⾜⽴区 vs 墨⽥区 葛飾区 葛飾区 江⼾川区 江⼾川区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 13:25 13:25 13:25 13:55 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O40) ② 葛飾区 vs 江東区 墨⽥区 墨⽥区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 14:40 14:40 14:40 15:10 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O40) ③ 墨⽥区 vs 江⼾川区 江東区 江東区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 15:55 15:55 15:55 16:25 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O50) ① 葛飾区 vs ⾜⽴区 江⼾川区 江⼾川区 墨⽥区 墨⽥区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 17:10 17:10 17:10 17:40 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O50) ② 墨⽥区 vs 江東区 葛飾区 葛飾区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 18:25 18:25 18:25 18:55 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O50) ③ 江⼾川区 vs 葛飾区 墨⽥区 墨⽥区 江東区 江東区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 09:00 09:00 09:00 09:30 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 少⼥ ① ⾜⽴区 vs 墨⽥区 葛飾区 葛飾区 江⼾川区 江⼾川区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 10:15 10:15 10:15 10:45 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 少⼥ ② 葛飾区 vs 江東区 墨⽥区 墨⽥区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 12:10 12:10 12:10 12:40 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 少⼥ ③ 墨⽥区 vs 江⼾川区 江東区 江東区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 13:25 13:25 13:25 13:55 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 ⼀般⼥⼦ ① ⾜⽴区 vs 墨⽥区 葛飾区 葛飾区 江⼾川区 江⼾川区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 14:50 14:50 14:50 15:20 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 ⼀般⼥⼦ ② 葛飾区 vs 江東区 墨⽥区 墨⽥区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 葛飾区 -

11⽉11⽇ ⽇ 16:15 16:15 16:15 16:45 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 ⼀般⼥⼦ ③ 墨⽥区 vs 江⼾川区 江東区 江東区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 08:30 08:30 09:00 09:30 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 ⼀般 ② 葛飾区 vs 【⼀般① 勝ち】 墨五審 墨五審 墨五審 墨五審 江⼾川区 墨五審

11⽉18⽇ ⽇ 10:10 10:10 10:40 11:10 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 少年 ⑦ Group A　1位 vs Group B　2位 墨五審 墨五審 墨五審 墨五審 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 11:15 11:15 11:45 12:15 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 少年 ⑧ Group B　1位 vs Group A　2位 墨五審 墨五審 墨五審 墨五審 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 13:30 13:30 13:30 14:00 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 壮年(O60) ① ⾜⽴区 vs 葛飾区 江⼾川区 江⼾川区 江⼾川区 江⼾川区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 14:35 14:35 14:35 15:05 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 壮年(O60) ② ⾜⽴区 vs 江⼾川区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 15:40 15:40 15:40 16:10 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 壮年(O60) ③ 葛飾区 vs 江⼾川区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 09:00 09:00 09:00 09:30 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 中学⽣ ② 葛飾区 vs 【中学⽣① 勝ち】 墨⽥区 墨⽥区 江⼾川区 江⼾川区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 10:35 10:35 10:35 11:05 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O40) ④ 江⼾川区 vs 江東区 墨⽥区 墨⽥区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 11:50 11:50 11:50 12:20 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O40) ⑤ 葛飾区 vs 墨⽥区 江⼾川区 江⼾川区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 13:05 13:05 13:05 13:35 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O40) ⑥ ⾜⽴区 vs 江⼾川区 葛飾区 葛飾区 江東区 江東区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 14:20 14:20 14:20 14:50 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O50) ④ 江東区 vs 葛飾区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 墨⽥区 墨⽥区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 15:35 15:35 15:35 16:05 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O50) ⑤ 墨⽥区 vs ⾜⽴区 江東区 江東区 江⼾川区 江⼾川区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 16:50 16:50 16:50 17:20 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O50) ⑥ 江⼾川区 vs 江東区 墨⽥区 墨⽥区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 09:00 09:00 09:00 09:30 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 少⼥ ④ 江⼾川区 vs 江東区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 10:15 10:15 10:15 10:45 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 少⼥ ⑤ 葛飾区 vs 墨⽥区 江⼾川区 江⼾川区 江東区 江東区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 11:30 11:30 11:30 12:00 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 少⼥ ⑥ ⾜⽴区 vs 江⼾川区 葛飾区 葛飾区 墨⽥区 墨⽥区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 12:45 12:45 12:45 13:15 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 ⼀般⼥⼦ ④ 江⼾川区 vs 江東区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 14:10 14:10 14:10 14:40 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 ⼀般⼥⼦ ⑤ 葛飾区 vs 墨⽥区 江⼾川区 江⼾川区 江東区 江東区 葛飾区 -

11⽉18⽇ ⽇ 15:35 15:35 15:35 16:05 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 ⼀般⼥⼦ ⑥ ⾜⽴区 vs 江⼾川区 葛飾区 葛飾区 墨⽥区 墨⽥区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 09:35 09:35 10:05 10:35 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 ⼀般 ④ 【⼀般② 負け】 vs 【⼀般③ 負け】 墨五審 墨五審 墨五審 墨五審 江東区 墨五審

11⽉25⽇ ⽇ 12:20 12:20 12:50 13:20 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 ⼀般 ⑤ 【⼀般② 勝ち】 vs 【⼀般③ 勝ち】 墨五審 墨五審 墨五審 墨五審 ⾜⽴区 墨五審

11⽉25⽇ ⽇ 08:30 08:30 09:00 09:30 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 少年 ⑨ 【少年⑦ 負け】 vs 【少年⑧ 負け】 墨五審 墨五審 墨五審 墨五審 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 11:15 11:15 11:45 12:15 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 少年 ⑩ 【少年⑦ 勝ち】 vs 【少年⑧ 勝ち】 墨五審 墨五審 墨五審 墨五審 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 15:10

11⽉25⽇ ⽇ 15:55 15:55 15:55 16:25 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 中学⽣ ④ 【中学⽣② 負け】 vs 【中学⽣③ 負け】 ② 勝ち ② 勝ち ③ 勝ち ③ 勝ち 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 17:20 17:20 17:20 17:50 葛飾区奥⼾総合スポーツセンター陸上競技場 中学⽣ ⑤ 【中学⽣② 勝ち】 vs 【中学⽣③ 勝ち】 ② 負け ② 負け ③ 負け ③ 負け 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇

11⽉25⽇ ⽇ 09:00 09:00 09:00 09:30 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O40) ⑦ 葛飾区 vs ⾜⽴区 墨⽥区 墨⽥区 江東区 江東区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 10:15 10:15 10:15 10:45 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O40) ⑧ 墨⽥区 vs 江東区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 江⼾川区 江⼾川区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 11:30 11:30 11:30 12:00 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O40) ⑨ 葛飾区 vs 江⼾川区 江東区 江東区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 12:45 12:45 12:45 13:15 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O40) ⑩ ⾜⽴区 vs 江東区 江⼾川区 江⼾川区 墨⽥区 墨⽥区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇

11⽉25⽇ ⽇ 14:00 14:00 14:00 14:30 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O50) ⑦ 墨⽥区 vs 江⼾川区 江東区 江東区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 15:15 15:15 15:15 15:45 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O50) ⑧ 江東区 vs ⾜⽴区 江⼾川区 江⼾川区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 16:30 16:30 16:30 17:00 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O50) ⑨ 墨⽥区 vs 葛飾区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 江⼾川区 江⼾川区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 17:45 17:45 17:45 18:15 葛飾区⽔元総合スポーツセンター多⽬的広場 壮年(O50) ⑩ 江⼾川区 vs ⾜⽴区 葛飾区 葛飾区 江東区 江東区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇

11⽉25⽇ ⽇ 09:00 09:00 09:00 09:30 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 少⼥ ⑦ 葛飾区 vs ⾜⽴区 墨⽥区 墨⽥区 江東区 江東区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 10:15 10:15 10:15 10:45 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 少⼥ ⑧ 墨⽥区 vs 江東区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 江⼾川区 江⼾川区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 11:30 11:30 11:30 12:00 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 少⼥ ⑨ 葛飾区 vs 江⼾川区 江東区 江東区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 12:45 12:45 12:45 13:15 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 少⼥ ⑩ ⾜⽴区 vs 江東区 江⼾川区 江⼾川区 墨⽥区 墨⽥区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇

11⽉25⽇ ⽇ 14:00 14:00 14:00 14:30 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 ⼀般⼥⼦ ⑦ 葛飾区 vs ⾜⽴区 墨⽥区 墨⽥区 江東区 江東区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 15:25 15:25 15:25 15:55 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 ⼀般⼥⼦ ⑧ 墨⽥区 vs 江東区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 江⼾川区 江⼾川区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 16:50 16:50 16:50 17:20 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 ⼀般⼥⼦ ⑨ 葛飾区 vs 江⼾川区 江東区 江東区 ⾜⽴区 ⾜⽴区 葛飾区 -

11⽉25⽇ ⽇ 18:15 18:15 18:15 18:45 葛飾にいじゅくみらい公園運動場多⽬的広場 ⼀般⼥⼦ ⑩ ⾜⽴区 vs 江東区 江⼾川区 江⼾川区 墨⽥区 墨⽥区 葛飾区 -
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