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No チーム名 都道府県 No チーム名 都道府県 No チーム名 都道府県

1 bandai12ジュニアユース 新潟 14 FC.HORTENCIA 神奈川 27 鴻巣ラホージャFC 埼玉

2 FC.Artista U-15 新潟 15 ジョカーレFC 千葉 28 東松山北中 埼玉

3 上越春日FC 新潟 16 リベルダージFC 静岡 29 東松山東中 埼玉

4 ⾧岡JYFC 新潟 17 リベルダージFC静岡 静岡 30 東松山松山中 埼玉

5 C.F.バロ ジュニアユース ⾧野 18 リベルダージFC駿東 静岡 31 川島西中 埼玉

6 FC.LIGARE上田 ⾧野 19 FC.Gois 埼玉 32 鳩山中・小川東中合同 埼玉

7 カシマアカデミーFC 茨城 20 FC.KASUKABE 埼玉 33 坂戸中 埼玉

8 那須野ヶ原FCボンジボーラ 栃木 21 FC狭山 埼玉 34 正智深谷高 埼玉

9 モランゴ栃木FC 栃木 22 FC深谷 埼玉 35 西武台高 埼玉

10 FC.KRILO 群馬 23 Jrユースサッカークラブ与野 埼玉 36 聖望学園高 埼玉

11 高崎FC 群馬 24 フボルフッチボールクルーベ 埼玉 37 東京成徳大深谷高 埼玉

12 tfaジュニアユース 東京 25 所沢柳瀬中 埼玉 38 武蔵越生高 埼玉

13 FCグラシア相模原 神奈川 26 カムイジュニアユース 埼玉 39 東松山ペレーニアFC 埼玉

No チーム名 都道府県 No チーム名 都道府県 No チーム名 都道府県

1 FC.Artista U-15 新潟 10 ヴェルメリオ 東京 19 ⾧崎レインボーSC ⾧崎

2 ROUSE新潟 新潟 11 FCグラシア相模原 神奈川 20 FC.Gois 埼玉

3 ⾧岡JYFC 新潟 12 FC.HORTENCIA 神奈川 21 FCセジニョ岩槻 埼玉

4 C.F.バロ ジュニアユース ⾧野 13 P.S.T.C. LONDRINA 神奈川 22 FC深谷 埼玉

5 FC.KRILO 群馬 14 ジオックスFC 神奈川 23 FC狭山 埼玉

6 上州FC高崎 群馬 15 アラセリオ 山梨 24 鴻巣ラホージャFC 埼玉

7 高崎FC 群馬 16 フォンテ静岡 静岡 25 聖望学園中 埼玉

8 JFC Veragista U15 東京 17 リベルダージFC 静岡 26 東松山ペレーニアFC 埼玉

9 tfaジュニアユース 東京 18 豊田JY 愛知

No チーム名 都道府県 No チーム名 都道府県 No チーム名 都道府県

1 ROUSE新潟 新潟 6 tfaジュニアユース 東京 11 クマガヤSC 埼玉

2 FC.LIGARE上田 ⾧野 7 アラセリオ 山梨 12 FC狭山 埼玉

3 ともぞうSC 栃木 8 P.S.T.C. LONDRINA 神奈川 13 カムイジュニアユース 埼玉

4 上州FC高崎 群馬 9 FC.Gois 埼玉 14 聖望学園中 埼玉

5 高崎FC 群馬 10 Jrユースサッカークラブ与野 埼玉 15 東松山ペレーニアFC 埼玉

参加チーム一覧

新U14

新U13

新U16/U15
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■試合時間：全カテゴリー：30-5-30
■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
担当 東松山ぺレーニアFC 担当 東松山ぺレーニアFC

TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ
9:00 9:00
10:10 新U16/新U15 東松山ペレーニア vs クラブ与野 10:10 新U14 セジニョ岩槻 vs アラセリオ
11:20 新U16/新U15 クラブ与野 vs ⾧岡JYFC 11:20 新U14 リベルダージ vs アラセリオ
12:30 新U16/新U15 クラブ与野 vs ⾧岡JYFC 12:30 新U14 セジニョ岩槻 vs アラセリオ
13:40 新U16/新U15 クラブ与野 vs ⾧岡JYFC 13:40 新U14 セジニョ岩槻 vs リベルダージ
14:50 新U16/新U15 東松山ペレーニア vs ⾧岡JYFC 14:50
備考 陸上トラックは、スパイク禁止です。 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
担当 東松山ぺレーニアFC 担当 東松山ぺレーニアFC

TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ
9:00 新U13 東松山ペレーニア vs クマガヤSC 9:00
10:10 新U13 東松山ペレーニア vs アラセリオ 10:10 新U13 クマガヤSC vs tfa
11:20 新U13 東松山ペレーニア vs tfa 11:20 新U13 Gois vs アラセリオ
12:30 新U13 クマガヤSC vs tfa 12:30 新U13 アラセリオ vs ROUSE新潟
13:40 新U13 東松山ペレーニア vs Gois 13:40 新U13 クマガヤSC vs ROUSE新潟
14:50 新U13 アラセリオ vs tfa 14:50 新U13 Gois vs ROUSE新潟
備考 施設内、一方通行 備考 施設内、一方通行

会場 唐子中央公園 会場 駒形公園
担当 東松山ぺレーニアFC 担当 東松山ぺレーニアFC

TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ
9:00 9:00
10:10 新U14 東松山ペレーニア vs LONDRINA 10:10 新U14 FC深谷 vs KRILO
11:20 新U14 高崎FC vs ROUSE新潟 11:20 新U14 JFC Veragista vs KRILO
12:30 新U14 LONDRINA vs ROUSE新潟 12:30 新U14 FC深谷 vs ジオックス
13:40 新U14 東松山ペレーニア vs ROUSE新潟 13:40 新U14 KRILO vs ジオックス
14:50 新U14 高崎FC vs LONDRINA 14:50 新U14 JFC Veragista vs ジオックス
備考 備考

会場 東松山市立北中学校 会場 川島町立西中学校
担当 東松山北中サッカー部 担当 川島西中サッカー部

TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ
9:00 9:00
10:10 新U16/新U15 東松山北 vs Gois 10:10 新U16/新U15 川島西 vs 高崎FC
11:20 新U16/新U15 グラシア相模原 vs Artista 11:20 新U16/新U15 FC深谷 vs LIGARE上田
12:30 新U16/新U15 東松山北 vs グラシア相模原 12:30 新U16/新U15 高崎FC vs LIGARE上田
13:40 新U16/新U15 Gois vs Artista 13:40 新U16/新U15 FC深谷 vs 高崎FC
14:50 新U16/新U15 Gois vs グラシア相模原 14:50 新U16/新U15 川島西 vs LIGARE上田
備考 備考

会場 鳩山町立鳩山中学校第二グランド 会場 狭山市新柏原グランド
担当 鳩山中サッカー部 担当 FC狭山ジュニアユース

TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ
9:00 9:00
10:10 新U16/新U15 鳩山 vs カムイ 10:10 新U16/新U15 FC狭山 vs HORTENCIA
11:20 新U16/新U15 カムイ vs tfa 11:20 新U16/新U15 フボル vs HORTENCIA
12:30 新U16/新U15 カムイ vs tfa 12:30 新U16/新U15 HORTENCIA vs Bandai12
13:40 新U16/新U15 鳩山 vs tfa 13:40 新U16/新U15 FC狭山 vs Bandai12
14:50 14:50 新U16/新U15 フボル vs Bandai12
備考 備考

対戦 対戦

2023 第25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25日(土)

駐車場よりグランドへの移動は必ず歩道橋をご使用ください。

対戦 対戦

岩鼻運動公園東松山陸上競技場 岩鼻運動公園東松山サッカー場

対戦 対戦

対戦 対戦

対戦 対戦
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■試合時間：全カテゴリー：30-5-30
■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
担当 東松山ぺレーニアFC 担当 カムイジュニアユース

TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ
9:00 9:00
10:10 新U16/新U15 東松山ペレーニア vs 武蔵越生 10:10
11:20 新U16/新U15 Artista vs 武蔵越生 11:20 新U16/新U15 カムイ vs グラシア相模原
12:30 新U16/新U15 東松山ペレーニア vs 上越春日FC 12:30 新U16/新U15 武蔵越生 vs グラシア相模原
13:40 13:40 新U16/新U15 カムイ vs Artista
14:50 新U16/新U15 グラシア相模原 vs 上越春日FC 14:50 新U16/新U15 カムイ vs 武蔵越生
備考 陸上トラックは、スパイク禁止です。 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
担当 東松山ぺレーニアFC 担当 東松山ぺレーニアFC

TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ
9:00 9:00
10:10 新U13 東松山ペレーニア vs アラセリオ 10:10 新U13 クマガヤSC vs クラブ与野
11:20 新U13 東松山ペレーニア vs クマガヤSC 11:20 新U13 クラブ与野 vs アラセリオ
12:30 新U13 東松山ペレーニア vs LIGARE上田 12:30 新U13 クマガヤSC vs アラセリオ
13:40 新U13 東松山ペレーニア vs クラブ与野 13:40 新U13 クマガヤSC vs LIGARE上田
14:50 14:50 新U13 クラブ与野 vs LIGARE上田
備考 施設内、一方通行 備考 施設内、一方通行

会場 唐子中央公園 会場 駒形公園
担当 東松山ぺレーニアFC 担当 東松山ぺレーニアFC

TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ
9:00 新U14 東松山ペレーニア vs ジオックス 9:00
10:10 新U14 アラセリオ vs tfa 10:10 新U14 東松山ペレーニア vs 高崎FC
11:20 新U14 東松山ペレーニア vs tfa 11:20 新U14 FC深谷 vs リベルダージ
12:30 新U14 アラセリオ vs ジオックス 12:30 新U14 JFC Veragista vs 高崎FC
13:40 新U14 アラセリオ vs tfa 13:40 新U14 東松山ペレーニア vs リベルダージ
14:50 新U14 ジオックス vs tfa 14:50 新U14 FC深谷 vs JFC Veragista
備考 備考 駐車は、水道局裏の駐車場へ必ずご駐車ください。

会場 川島町立西中学校 会場 狭山市柏原多目的グランド
担当 川島西中サッカー部 担当 狭山JYFC

TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ
9:00 9:00 新U14 FC狭山 vs Gois
10:10 新U16/新U15 川島西 vs bandai12 10:10 新U14 ROUSE新潟 vs HORTENCIA
11:20 新U16/新U15 那須野ヶ原FC vs bandai12 11:20 新U14 Gois vs HORTENCIA
12:30 新U16/新U15 那須野ヶ原FC vs bandai12 12:30 新U14 FC狭山 vs ROUSE新潟
13:40 新U16/新U15 川島西 vs 那須野ヶ原FC 13:40 新U14 FC狭山 vs HORTENCIA
14:50 14:50 新U14 Gois vs ROUSE新潟
備考 備考 大型バスは入れません。

会場 東京成徳深谷高校 会場 聖望学園下川崎グランド
担当 東京成徳大深谷高校サッカー部 担当 聖望学園高校サッカー部

TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ
9:00 新U16/新U15 成徳深谷 vs ⾧岡JYFC 13:00 新U16/新U15 聖望学園 vs FC深谷
10:10 新U16/新U15 成徳深谷 vs ⾧岡JYFC 14:10 新U16/新U15 聖望学園 vs カシマアカデミー
11:20 新U16/新U15 坂戸中 vs ⾧岡JYFC 15:20 新U16/新U15 FC深谷 vs カシマアカデミー
12:30 新U16/新U15 KASUKABE vs ⾧岡JYFC 16:30 新U16/新U15 聖望学園 vs カシマアカデミー
13:40 新U16/新U15 成徳深谷 vs 坂戸中 17:40 新U16/新U15 聖望学園 vs カシマアカデミー
14:50 新U16/新U15 成徳深谷 vs KASUKABE 備考
備考

会場 後藤学園総合グランド
担当 東松山ぺレーニアFC

TIME ｶﾃｺﾞﾘｰ
9:00
10:10 新U13 Gois vs LONDRINA
11:20 新U13 高崎FC vs LONDRINA
12:30 新U13 Gois vs LONDRINA
13:40 新U13 高崎FC vs LONDRINA
14:50 新U13 Gois vs 高崎FC
備考

2023 第25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26日(日)

対戦

岩鼻運動公園東松山サッカー場

対戦

対戦

対戦

対戦

岩鼻運動公園東松山陸上競技場

対戦

対戦

駐車場よりグランドへの移動は必ず歩道橋をご使用ください。

対戦

対戦

対戦

対戦
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