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1.開催目的

2.期　日 〜
3.主　催 東松山市サッカー協会

4.主　管 認定NPO法人東松山ペレーニアスポーツクラブ

5.後　援 東松山市教育委員会

6.協　⼒

7.会　場

8.カテゴリー

9.試合方式等 1）

2）

3）

4） ユニフォームは正・副の2着をご用意下さい。

5）

6） レフリーは各チーム分担でお願い致します。（副審選手可）

10.参加費

11.その他 1）

2）

3）

4）

5） ゴミは、各チームで必ず処分して下さい。

6） 参加選手は、傷害保険に加入している事とします。

7）

8）

⼩⾬決⾏。⼤⾬の場合、中⽌とする場合がありますので、事務局または、会場担当までお
問い合わせ下さい。

学校施設においては、校舎へは近づかないようにして下さい。尚、学校の物は、必要以外の
物に触らないようにして下さい。

各会場、閉門時間があります。スケジュールに則り、進⾏して頂きますようお願い致します。
時間が遅れた場合は、試合時間の短縮もございますので、皆様のご協⼒をお願い致しま
す。

2019年3⽉27日(⽔)

⼤会事務局
　　TEL：0493-81-4554　FAX：0493-81-4210　携帯電話：090-8316-8114
　　E-mail：pelenia@ybb.ne.jp

東松山ジュニアユースサッカー⼤会

〒355-0044　埼玉県東松山市正代911-1　認定NPO法人東松山ペレーニアスポーツクラブ事務局内
事務局　　福田　博之

⼤会中の事故、ケガ等は、各チーム引率者の責任において⾏ってください。

会場責任者の指示の元、会場使用場の注意及び試合時間等は、厳守して下さい。

2019　第21回東松山ジュニアユースサッカー⼤会

東松山市・比企郡・近郊中学校サッカー部及びクラブチーム

東松山市・比企郡・坂⼾市・鴻巣市

1チーム　1日　5,000円（複数チーム数参加の場合は、チーム数の参加費となります）

3⽉31日(日)

2018/2019　日本サッカー協会競技規則による。

交代選手の制限は設けない。

試合球は5号検定球とし、各チーム持ち寄りとする。

新U15・U14・U13（現U14・U13・U12)

県内外の中学年代チームにより、チーム同⼠の交流の場とすると共にチーム同⼠のレベルアップを
図る。

試合時間は、新U15・新U14が、60分（30-5-30）。新U13が、50分(25-5-25)のラ
ンニングタイムとし、試合形式は交流試合。

1チームにつき、2〜3試合の予定とさせて頂きます。各会場のスケジュールが空いている場
合は、フレンドリーを組むことも可能ですので、事務局までご連絡下さい。



 

No チーム名 都道府県 No チーム名 都道府県

1 FCアルティスタU15 新潟 25 ロプタ静岡 静岡

2 FC五⼗嵐ジュニアユース 新潟 26 フットボールクラブ深谷 埼玉

3 新潟市⽴⻲⽥中学校 新潟 27 C.A.アレグレ 埼玉

4 ⻑岡JYFC 新潟 28 FC Gois 埼玉

5 ⻑岡ビルボードフットボールクラブ 新潟 29 FCアビリスタU-15 埼玉

6 上州FC高崎 群馬 30 FCリアル三芳ジュニアユース 埼玉

7 高崎FC 群馬 31 JOLTIVA　Jr.Youth 埼玉

8 高崎SC 群馬 32 Jrユースサッカークラブ与野 埼玉

9 前橋エコージュニアユース 群馬 33 狭山ジュニアユースFC 埼玉

10 FCバンディエラ常陸太⽥ 茨城 34 朝霞ESTRELA・Jrユース 埼玉

11 モランゴ栃木FCジュニアユース 栃木 35 東川口フットボールクラブ・ジュニアユース 埼玉

12 AZ'86東京⻘梅 東京 36 Futebol Clube do PARCEIRO Jr.ﾕｰｽ 埼玉

13 FCトリプレッタJrユース 東京 37 カムイジュニアユース 埼玉

14 FC.HORTENCIA 神奈川 38 鴻巣ラホージャフットボールクラブ 埼玉

15 エストレーラ フットボールクラブ インファンチル 神奈川 39 東松山市⽴松山中学校 埼玉

16 P.S.T.C. LONDRINA 神奈川 40 東松山市⽴北中学校 埼玉

17 ジオックスFC 神奈川 41 東松山市⽴東中学校 埼玉

18 秦野フットボールクラブ 神奈川 42 滑川町⽴滑川中学校 埼玉

19 Uスポーツクラブ 山梨 43 川島町⽴⻄中学校 埼玉

20 刈谷JY 愛知 44 鳩山町⽴鳩山中学校 埼玉

21 東海中学校 愛知 45 ⼩川町⽴東中学校 埼玉

22 LIBERDADE FC 静岡 46 坂⼾市⽴桜中学校 埼玉

23 LIBERDADE静岡FC 静岡 47 東松山ペレーニア 埼玉

24 LIBERDADE駿東FC 静岡 順不同

2019　第21回東松山ジュニアユースサッカー大会
参加チーム一覧



1.対戦表について
1）

2）下記の通り、カテゴリー別に色分けしてあります。

新U15 新U14 新U13
2.試合進⾏について

1）
2）

3.レフリーについて

4.フレンドリーマッチについて

5.会場使用上の注意点
1）ゴミは、各チームで必ず処分して下さい。
2）各会場の会場使用上の注意を厳守して頂きます様お願い致します。
3）

4）
6.大会参加費について

対戦表について

次の試合になりましたら、5分前にはお待ち下さい。

　この度は、当大会にご参加頂きまして、誠にありがとうございます。
全チームがご希望通りとは⾏きませんでしたが、極⼒希望に添えるよう考え、対戦表を組ませて頂きました。本
大会が円滑に⾏われます様、ご協⼒の程宜しくお願い致します。

試合がずれ込んだ場合は、試合時間を短縮する場合がありますので、予めご了承ください。

大会要項に記載の通り、1チームにつき2〜3試合を基本として組ませて頂きました。
追加でフレンドリーをご希望チームは、対戦表の空欄の箇所が追加可能となりますので、ご確認下さ
い。

基本、組ませて頂きました対戦の変更は出来かねます。試合時間等の変更がある場合は、早
めに事務局までご連絡頂きます様、お願い致します。

要項に記載の通り、1チーム2〜3試合が基本となっております。
1チームで、4試合以上の希望チームは、2チーム計算とさせて頂きますので、予めご了承下さい。

各会場にて、終了時間が決まっております。試合進⾏がスムーズに⾏きますよう、ご協⼒お願い致し
ます。

学校を会場を使用するに当たり、以前学校の物が壊されたり、無くなったりと問題が起こったこと
があります。引率の⽅は、選⼿達に注意を促して頂きますようお願い致します。

会場周辺の路上駐⾞は、厳禁となります。必ず指定の駐⾞スペースへ駐⾞して下さい。

主審は、対戦表の左が前半、右が後半とさせて頂きます。アシスタントレフリーについては、選⼿をお
互いのチームが1名ずつお願い致します。試合スケジュールがスムーズに進⾏するよう、ご協⼒下さ
い。



◆試合時間：新U15：30-5-30　/　新U14：30-5-30　/　新U13：25-5-25

◆審判：対戦表の左が前半、右が後半でお願いします。

会場 会場 会場 駒形公園

担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア

時間 カテゴリー 時間 カテゴリー 時間 カテゴリー

9:00 9:00 9:00

10:10 新U15 ペレーニア vs トリプレッタ 10:10 新U15 ペレーニア vs PARCEIRO 10:10 新U14 ペレーニア vs アレグレ

11:20 11:20 新U15 ⻑岡JYFC vs トリプレッタ 11:20 新U14 モランゴ栃木 vs アレグレ

12:30 新U15 ⻑岡JYFC vs ロプタ静岡 12:30 新U15 PARCEIRO vs トリプレッタ 12:30 新U14 ペレーニア vs モランゴ栃木

13:40 13:40 新U15 ⻑岡JYFC vs トリプレッタ 13:40 新U14 ペレーニア vs アレグレ

14:50 新U15 ペレーニア vs ロプタ静岡 14:50 新U15 ペレーニア vs ⻑岡JYFC 14:50 新U14 モランゴ栃木 vs アレグレ

備考 備考 備考

会場 都幾川リバーサイドA面 会場 都幾川リバーサイドB面 会場 唐子中央公園

担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア

時間 カテゴリー 時間 カテゴリー 時間 カテゴリー

9:00 新U13 ペレーニア vs クラブ与野 9:00 新U15 東松山北中 vs 東海中 9:00 新U14 ペレーニア vs Gois

10:00 新U13 鴻巣ラホージャ vs LONDRINA 10:10 新U15 前橋エコ－ vs 東海中 10:10 新U14 坂⼾桜中 vs HORTENCIA

11:00 新U13 ペレーニア vs クラブ与野 11:20 新U15 エストレーラ vs 東海中 11:20 新U14 Gois vs LIBERDADE静岡

12:00 新U13 鴻巣ラホージャ vs クラブ与野 12:30 新U15 東松山北中 vs 前橋エコ－ 12:30 新U14 坂⼾桜中 vs LIBERDADE駿東

13:00 新U13 LONDRINA vs クラブ与野 13:40 新U15 エストレーラ vs 東海中 13:40 新U14 HORTENCIA vs LIBERDADE静岡

14:00 新U13 ペレーニア vs 鴻巣ラホージャ 14:50 新U15 前橋エコ－ vs エストレーラ 14:50 新U14 ペレーニア vs LIBERDADE駿東

15:00 新U13 ペレーニア vs LONDRINA 備考 備考

備考

会場 東松山市⽴松山中学校 会場 滑川町総合公園

担当 松山中 担当 滑川中

時間 カテゴリー 時間 カテゴリー

9:00 新U15 松山中 vs 東川口FC 9:00 新U15 滑川中 vs 狭山JYFC

10:10 新U14 松山中 vs 狭山JYFC 10:10 新U14 滑川中 vs バンディエラ常陸太⽥

11:20 新U15 アルティスタ vs 東川口FC 11:20 新U15 狭山JYFC vs バンディエラ常陸太⽥

12:30 新U14 刈谷JY vs 狭山JYFC 12:30 新U14 LIBERDADE vs バンディエラ常陸太⽥

13:40 新U15 松山中 vs アルティスタ 13:40 新U15 滑川中 vs バンディエラ常陸太⽥

14:50 新U14 松山中 vs 刈谷JY 14:50 新U14 滑川中 vs LIBERDADE

備考 備考

2019 第21回東松山ジュニアユースサッカー大会 対戦表
大会1日目： 3月27日(水)

東松山陸上競技場

対戦 対戦 対戦

東松山サッカー場

対戦

対戦 対戦

対戦対戦



◆試合時間：新U15：30-5-30　/　新U14：30-5-30　/　新U13：25-5-25

◆審判：対戦表の左が前半、右が後半でお願いします。

会場 会場 会場 駒形公園

担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア

時間 カテゴリー 時間 カテゴリー 時間 カテゴリー

9:00 9:00 新U15 東松山北中 vs クラブ与野 9:00

10:10 新U15 ペレーニア vs ジオックス 10:10 新U15 エストレーラ vs クラブ与野 10:10 新U14 ペレーニア vs 上州FC高崎

11:20 11:20 新U15 ジオックス vs クラブ与野 11:20 新U14 ジオックス vs 上州FC高崎

12:30 12:30 新U15 東川口FC vs クラブ与野 12:30 新U14 ペレーニア vs 上州FC高崎

13:40 新U15 ペレーニア vs エストレーラ 13:40 新U15 東松山北中 vs ジオックス 13:40 新U14 ジオックス vs 上州FC高崎

14:50 14:50 新U15 東川口FC vs ジオックス 14:50 新U14 ペレーニア vs ジオックス

備考 備考 備考

会場 都幾川リバーサイドA面 会場 都幾川リバーサイドB面 会場 唐子中央公園

担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア

時間 カテゴリー 時間 カテゴリー 時間 カテゴリー

9:00 9:00 9:00 新U15 松山中 vs 前橋エコー

10:00 新U13 鴻巣ラホージャ vs JOLTIVA 10:00 新U13 Gois vs LONDRINA 10:10 新U14 ペレーニア vs 松山中

11:00 新U13 ペレーニア vs 鴻巣ラホージャ 11:00 新U13 JOLTIVA vs ⻑岡JYFC 11:20 新U15 ロプタ静岡 vs 前橋エコー

12:00 新U13 ペレーニア vs Gois 12:00 新U13 LONDRINA vs ⻑岡JYFC 12:30 新U14 松山中 vs LIBERDADE

13:00 新U13 ペレーニア vs JOLTIVA 13:00 新U13 Gois vs ⻑岡JYFC 13:40 新U15 松山中 vs ロプタ静岡

14:00 新U13 ペレーニア vs LONDRINA 14:00 新U13 鴻巣ラホージャ vs ⻑岡JYFC 14:50 新U14 ペレーニア vs LIBERDADE

15:00 15:00 備考

備考 備考

会場 滑川町総合公園 会場 吉⾒総合公園 会場 川島町⽴⻄中学校

担当 滑川中 担当 東松山ペレーニア 担当 川島⻄中

時間 カテゴリー 時間 カテゴリー 時間 カテゴリー

9:00 新U15 滑川中 vs PARCEIRO 9:00 新U14 LIBERDADE駿東 vs モランゴ栃木 9:00 新U15 川島⻄中 vs 東海中

10:10 新U14 滑川中 vs 狭山JYFC 10:10 新U14 刈谷JY vs AZ'86東京⻘梅 10:10 新U15 狭山JYFC vs 東海中

11:20 新U15 PARCEIRO vs 秦野FC 11:20 新U14 モランゴ栃木 vs AZ'86東京⻘梅 11:20 新U15 アルティスタ vs 東海中

12:30 新U14 狭山JYFC vs HORTENCIA 12:30 新U14 LIBERDADE駿東 vs AZ'86東京⻘梅 12:30 新U15 川島⻄中 vs 東海中

13:40 新U15 滑川中 vs 秦野FC 13:40 新U14 刈谷JY vs モランゴ栃木 13:40 新U15 アルティスタ vs 狭山JYFC

14:50 新U14 滑川中 vs HORTENCIA 14:50 新U14 LIBERDADE駿東 vs AZ'86東京⻘梅 14:50

備考 備考 備考

会場 鴻巣市吹上荒川総合運動公園サッカー場

担当 鴻巣ラホージャFC

時間 カテゴリー

9:00 新U15 鴻巣ラホージャ vs バンディエラ常陸太⽥

10:10 新U14 LIBERDADE静岡 vs バンディエラ常陸太⽥

11:20 新U15 新潟⻲⽥中 vs バンディエラ常陸太⽥

12:30 新U14 新潟⻲⽥中 vs バンディエラ常陸太⽥

13:40 新U15 鴻巣ラホージャ vs 新潟⻲⽥中

14:50 新U14 LIBERDADE静岡 vs 新潟⻲⽥中

備考

対戦

対戦 対戦 対戦

2019 第21回東松山ジュニアユースサッカー大会 対戦表
大会2日目： 3月28日(木)

東松山陸上競技場 東松山サッカー場

対戦 対戦 対戦

対戦 対戦 対戦



◆試合時間：新U15：30-5-30　/　新U14：30-5-30　/　新U13：25-5-25

◆審判：対戦表の左が前半、右が後半でお願いします。

会場 会場 会場 駒形公園

担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア

時間 カテゴリー 時間 カテゴリー 時間 カテゴリー

9:00 9:00 新U15 ジオックス vs Uスポーツ 9:00

10:10 新U15 ペレーニア vs アビリスタ 10:10 新U15 新潟⻲⽥中 vs Uスポーツ 10:10 新U14 ペレーニア vs 刈谷JY

11:20 11:20 新U15 ジオックス vs Uスポーツ 11:20 新U14 刈谷JY vs クラブ与野

12:30 新U15 ジオックス vs 新潟⻲⽥中 12:30 新U15 ロプタ静岡 vs Uスポーツ 12:30 新U14 ペレーニア vs クラブ与野

13:40 13:40 新U15 アビリスタ vs Uスポーツ 13:40 新U14 刈谷JY vs クラブ与野

14:50 新U15 ペレーニア vs Uスポーツ 14:50 新U15 ジオックス vs ロプタ静岡 14:50 新U14 ペレーニア vs クラブ与野

備考 備考 備考

会場 都幾川リバーサイドA面 会場 都幾川リバーサイドB面 会場 唐子中央公園

担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア　及川 担当 東松山ペレーニア

時間 カテゴリー 時間 カテゴリー 時間 カテゴリー

9:00 新U13 ペレーニア vs 狭山JYFC 9:00 新U15 小川東中 vs PARCEIRO 9:00

10:00 新U13 LONDRINA vs 狭山JYFC 10:10 新U14 小川東中 vs LIBERDADE駿東 10:10 新U14 ペレーニア vs LIBERDADE静岡

11:00 新U13 HORTENCIA vs 狭山JYFC 11:20 新U15 PARCEIRO vs エストレーラ 11:20 新U14 ペレーニア vs ⻑岡JYFC

12:00 新U13 ペレーニア vs 狭山JYFC 12:30 新U14 LIBERDADE駿東 vs アルティスタ 12:30 新U14 LIBERDADE静岡 vs ⻑岡JYFC

13:00 新U13 ペレーニア vs LONDRINA 13:40 新U15 小川東中 vs エストレーラ 13:40 新U14 ペレーニア vs ⻑岡JYFC

14:00 新U13 ペレーニア vs HORTENCIA 14:50 新U15 PARCEIRO vs エストレーラ 14:50

15:00 新U14 小川東中 vs アルティスタ 備考 備考

備考

会場 吉⾒総合公園 会場 鴻巣市吹上荒川総合運動公園サッカー場 会場 坂⼾市⽴桜中学校

担当 東松山ペレーニア 担当 鴻巣ラホージャFC 担当 坂⼾桜中

時間 カテゴリー 時間 カテゴリー 時間 カテゴリー

9:00 9:00 9:00

10:10 新U14 ジオックス vs 新潟⻲⽥中 10:10 新U15 鴻巣ラホージャ vs アルティスタ 10:10 新U14 坂⼾桜中 vs LIBERDADE

11:20 新U14 ジオックス vs AZ'86東京⻘梅 11:20 新U15 FC深谷 vs 前橋エコー 11:20

12:30 新U14 新潟⻲⽥中 vs AZ'86東京⻘梅 12:30 12:30 新U14 LIBERDADE vs 秦野FC

13:40 新U14 ジオックス vs AZ'86東京⻘梅 13:40 新U15 FC深谷 vs アルティスタ 13:40

14:50 新U14 新潟⻲⽥中 vs AZ'86東京⻘梅 14:50 新U15 鴻巣ラホージャ vs 前橋エコー 14:50 新U14 坂⼾桜中 vs 秦野FC

備考 備考 備考

対戦 対戦 対戦

2019 第21回東松山ジュニアユースサッカー大会 対戦表
大会3日目： 3⽉29日(⾦)

東松山陸上競技場 東松山サッカー場

対戦対戦 対戦

対戦 対戦 対戦



◆試合時間：新U15：30-5-30　/　新U14：30-5-30　/　新U13：25-5-25

◆審判：対戦表の左が前半、右が後半でお願いします。

会場 会場 会場 駒形公園

担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア

時間 カテゴリー 時間 カテゴリー 時間 カテゴリー

9:00 9:00 9:00

10:10 10:10 新U15 朝霞ESTRELA vs アビリスタ 10:10 新U14 ペレーニア vs LONDRINA

11:20 新U15 ペレーニア vs 前橋エコー 11:20 新U15 朝霞ESTRELA vs LIBERDADE静岡 11:20 新U14 Gois vs アルティスタ

12:30 12:30 新U15 朝霞ESTRELA vs LIBERDADE駿東 12:30

13:40 新U15 ペレーニア vs 朝霞ESTRELA 13:40 新U15 LIBERDADE静岡 vs アビリスタ 13:40 新U14 Gois vs LONDRINA

14:50 14:50 新U15 LIBERDADE駿東 vs 前橋エコー 14:50 新U14 ペレーニア vs アルティスタ

備考 備考 備考

会場 都幾川リバーサイドA面 会場 都幾川リバーサイドB面 会場 唐子中央公園

担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア

時間 カテゴリー 時間 カテゴリー 対戦 時間 カテゴリー

9:00 新U13 ペレーニア vs Gois 9:00 新U14 朝霞ESTRELA vs AZ'86東京⻘梅 9:00 新U15 鳩山中 vs Gois

10:00 新U13 ペレーニア vs 前橋エコー 10:10 新U14 朝霞ESTRELA vs AZ'86東京⻘梅 10:10 新U14 ペレーニア vs 前橋エコー

11:00 新U13 ペレーニア vs ⻑岡JYFC 11:20 新U14 朝霞ESTRELA vs クラブ与野 11:20 新U15 Gois vs ⻑岡ビルボード

12:00 新U13 前橋エコー vs Gois 12:30 新U14 朝霞ESTRELA vs クラブ与野 12:30 新U14 前橋エコー vs ⻑岡ビルボード

13:00 新U13 ペレーニア vs ⻑岡JYFC 13:40 新U14 AZ'86東京⻘梅 vs クラブ与野 13:40 新U15 鳩山中 vs ⻑岡ビルボード

14:00 新U13 Gois vs ⻑岡JYFC 14:50 新U14 AZ'86東京⻘梅 vs クラブ与野 14:50 新U14 ペレーニア vs ⻑岡ビルボード

15:00 新U13 前橋エコー vs ⻑岡JYFC 備考 備考

備考

会場 東松山市⽴東中学校 会場 吉⾒総合公園 会場 川島町⽴⻄中学校

担当 東松山東中 担当 東松山ペレーニア 担当 川島⻄中

時間 カテゴリー 時間 カテゴリー 対戦 時間 カテゴリー

9:00 新U15 東松山東中 vs 新潟⻲⽥中 9:00 9:00 新U15 川島⻄中 vs リアル三芳

10:10 新U14 東松山東中 vs 新潟⻲⽥中 10:10 新U15 FC深谷 vs ジオックス 10:10 新U14 ジオックス vs リアル三芳

11:20 新U15 小川東中 vs 新潟⻲⽥中 11:20 新U15 LIBERDADE vs ジオックス 11:20 新U15 リアル三芳 vs FC五⼗嵐

12:30 新U14 小川東中 vs 新潟⻲⽥中 12:30 新U15 FC深谷 vs ジオックス 12:30 新U14 リアル三芳 vs FC五⼗嵐

13:40 新U15 東松山東中 vs 小川東中 13:40 新U15 LIBERDADE vs ジオックス 13:40 新U15 川島⻄中 vs FC五⼗嵐

14:50 新U14 東松山東中 vs 小川東中 14:50 新U15 FC深谷 vs LIBERDADE 14:50 新U14 ジオックス vs FC五⼗嵐

備考 備考 備考

対戦 対戦 対戦

2019 第21回東松山ジュニアユースサッカー大会 対戦表
大会4日目： 3月30日(土)

東松山陸上競技場 東松山サッカー場

対戦 対戦

対戦対戦



◆試合時間：新U15：30-5-30　/　新U14：30-5-30　/　新U13：25-5-25

◆審判：対戦表の左が前半、右が後半でお願いします。

会場 会場 会場 駒形公園

担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア

時間 カテゴリー 時間 カテゴリー 時間 カテゴリー

9:00 9:00 9:00

10:10 新U15 ペレーニア vs LIBERDADE静岡 10:10 新U15 Gois vs 高崎FC 10:10 新U14 ペレーニア vs AZ'86東京⻘梅

11:20 11:20 新U15 カムイ vs ジオックス 11:20 新U14 前橋エコー vs AZ'86東京⻘梅

12:30 新U15 Gois vs ジオックス 12:30 新U15 カムイ vs LIBERDADE静岡 12:30 新U14 ペレーニア vs 前橋エコー

13:40 13:40 新U15 カムイ vs ジオックス 13:40 新U14 ペレーニア vs AZ'86東京⻘梅

14:50 新U15 ペレーニア vs 高崎FC 14:50 新U15 LIBERDADE静岡 vs ジオックス 14:50 新U14 前橋エコー vs AZ'86東京⻘梅

備考 備考 備考

会場 都幾川リバーサイドA面 会場 都幾川リバーサイドB面 会場 唐子中央公園

担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア 担当 東松山ペレーニア

時間 カテゴリー 時間 カテゴリー 時間 カテゴリー

9:00 9:00 9:00 新U15 アビリスタ vs FC五⼗嵐

10:00 新U13 ペレーニア vs カムイ 10:00 新U13 クラブ与野 vs Gois 10:10 新U14 ペレーニア vs FC五⼗嵐

11:00 新U13 ペレーニア vs クラブ与野 11:00 新U13 カムイ vs 前橋エコー 11:20 新U15 LIBERDADE駿東 vs FC五⼗嵐

12:00 新U13 ペレーニア vs クラブ与野 12:00 新U13 カムイ vs Gois 12:30 新U14 JOLTIVA vs FC五⼗嵐

13:00 新U13 カムイ vs クラブ与野 13:00 新U13 ペレーニア vs 前橋エコー 13:40 新U15 LIBERDADE駿東 vs アビリスタ

14:00 14:00 14:50 新U14 ペレーニア vs JOLTIVA

15:00 15:00 備考

備考 備考

会場 東松山市⽴東中学校 会場 吉⾒総合公園 会場 鳩山町⽴鳩山中学校

担当 東松山東中 担当 東松山ペレーニア 担当 鳩山中

時間 カテゴリー 時間 時間 カテゴリー

9:00 新U15 東松山東中 vs リアル三芳 9:00 9:00

10:10 新U14 東松山東中 vs リアル三芳 10:10 新U14 朝霞ESTRELA vs アルティスタ 10:10 新U15 鳩山中 vs LIBERDADE

11:20 新U15 前橋エコー vs リアル三芳 11:20 新U14 朝霞ESTRELA vs ジオックス 11:20 新U15 LIBERDADE vs 朝霞ESTRELA

12:30 新U14 LONDRINA vs リアル三芳 12:30 新U14 朝霞ESTRELA vs アルティスタ 12:30 新U15 鳩山中 vs 朝霞ESTRELA

13:40 新U15 東松山東中 vs 前橋エコー 13:40 新U14 朝霞ESTRELA vs ジオックス 13:40 新U15 LIBERDADE vs 朝霞ESTRELA

14:50 新U14 東松山東中 vs LONDRINA 14:50 新U14 アルティスタ vs ジオックス 14:50 新U15 鳩山中 vs 朝霞ESTRELA

備考 備考 備考

会場 旧⼩川町⽴上野台中学校

担当 ⼩川東中

時間 カテゴリー

9:00 新U15 ⼩川東中 vs ⻑岡ビルボード

10:10 新U14 ⼩川東中 vs ⻑岡ビルボード

11:20 新U15 ⻑岡ビルボード vs 高崎SC

12:30 新U14 ⻑岡ビルボード vs Gois

13:40 新U15 ⼩川東中 vs 高崎SC

14:50 新U14 ⼩川東中 vs Gois

備考

対戦 対戦 対戦

2019 第21回東松山ジュニアユースサッカー大会 対戦表
大会5日目： 3月31日(日)

東松山陸上競技場 東松山サッカー場

対戦

対戦 対戦 対戦

対戦

対戦



会場No 会場名 住所 Google map URL 注意点

1 岩⿐運動公園内東松⼭陸上競技場 東松⼭市松⼭1481 https://goo.gl/maps/Njze4

2 岩⿐運動公園内東松⼭サッカー場 東松⼭市松⼭1740 https://goo.gl/maps/ERQqf
グラウンドの道路を挟んで反対側に駐⾞場が
あります。必ずそちらの駐⾞場へ駐⾞し、歩道
橋を渡りグラウンドまでお越し下さい。

3 都幾川リバーサイドパーク 東松⼭市高坂700-1 https://goo.gl/maps/5pNuf

4 駒形公園 東松⼭市下唐子785 https://goo.gl/maps/sOaX0 近隣道路への路上駐⾞禁⽌です。駐⾞場
は、⽔道局裏にあります。

5 唐子中央公園 東松⼭市下唐子1169-1 https://goo.gl/maps/Ld9yB

6 東松⼭市⽴松⼭中学校 東松⼭市松葉町2-6-11 https://goo.gl/maps/hzUK5KYoxaT2

7 東松⼭市⽴東中学校 東松⼭市六反町4 https://goo.gl/maps/rzPappEBhNE2

8 吉⾒総合運動公園サッカー場 ⽐企郡吉⾒町今泉141(管理事務所） https://goo.gl/maps/vt4OO

9 滑川町総合公園 ⽐企郡滑川町福⽥715-1 https://goo.gl/maps/XmISY 駐⾞場は、⻄側駐⾞場を使⽤下さい。

10 川島町⽴⻄中学校 ⽐企郡川島町中⼭270-1 https://goo.gl/maps/otYvKMJq7T52

11 鳩⼭町⽴鳩⼭中学校 ⽐企郡鳩⼭町熊井2024-1 https://goo.gl/maps/4W0NO

12 坂⼾市⽴桜中学校 坂⼾市泉町3-25-8 https://goo.gl/maps/CEKTHDjkfc62

13 旧⼩川町⽴上野台中学校 ⽐企郡⼩川町2丁目22 https://goo.gl/maps/cCBBdBFtRez

14 鴻巣市吹上荒川総合運動公園 鴻巣市大芦地内 https://goo.gl/maps/mBnYPLAYf3M2

2019第21回東松山ジュニアユースサッカー大会
会場案内


