
会場 No カテゴリー 主審：四審 副審 ＭＣ
1 9:30 ～ 10:15 少年① 葛飾区 VS 江戸川区
2 10:30 ～ 11:15 少年② 足立区 VS 墨田区
3 11:30 ～ 12:15 少年③ 江東区 VS 葛飾区
4 12:30 ～ 13:15 少年④ 江戸川区 VS 足立区

13:40 ～ 14:10 一般：少年 　　　　　　　　　　　　開会式
5 14:30 ～ 15:50 一般① 葛　飾　区 VS 江　東　区 江戸川区
6 16:20 ～ 17:40 一般③ 墨　田　区 VS 江戸川区 足立区

会場 No カテゴリー 主審：四審 副審 ＭＣ
1 9:20 ～ 10:25 中学① 江戸川区 VS 江東区 足立区 葛飾区
2 10:45 ～ 11:50 中学② 葛飾区 VS 墨田区 江東区 江戸川区
3 12:10 ～ 13:15 中学③ 足立区 VS 江戸川区 葛飾区 墨田区
4 13:35 ～ 14:40 中学④ 江東区 VS 葛飾区 墨田区 足立区
5 15:00 ～ 16:05 中学⑤ 墨田区 VS 足立区 江戸川区 江東区

会場 No カテゴリー 主審：四審 副審 ＭＣ
1 10:00 ～ 10:45 少女① 江東区 VS 江戸川区 足立区 墨田区
2 11:00 ～ 11:45 少女② 墨田区 VS 葛飾区 江戸川区 江東区
3 12:00 ～ 12:45 少女③ 足立区 VS 江東区 墨田区 葛飾区
4 13:00 ～ 13:45 少女④ 江戸川区 VS 墨田区 葛飾区 足立区
5 14:00 ～ 14:45 少女⑤ 葛飾区 VS 足立区 江東区 江戸川区

※ 審判委員会依頼については、各カテゴリー別試合日程表をご覧ください。
会場 No カテゴリー 主審：四審 副審 ＭＣ

1 9:30 ～ 10:15 少年⑤ 墨田区 VS 江東区
2 10:30 ～ 11:15 少年⑥ 葛飾区 VS 足立区
3 11:30 ～ 12:15 少年⑦ 江戸川区 VS 墨田区
4 12:40 ～ 14:00 一般② 足立区 VS ①の勝者 墨田区
5 14:30 ～ 15:15 壮年４０① 江戸川区 VS 墨田区 足立区 江東区
6 15:30 ～ 16:15 壮年４０② 江東区 VS 葛飾区 墨田区 江戸川区
7 16:30 ～ 17:15 壮年４０③ 足立区 VS 江戸川区 江東区 葛飾区
8 17:30 ～ 18:15 壮年４０④ 墨田区 VS 江東区 葛飾区 足立区
9 18:30 ～ 19:15 壮年４０⑤ 葛飾区 VS 足立区 江戸川区 墨田区

会場 No カテゴリー 主審：四審 副審 ＭＣ
1 9:30 ～ 10:25 女子① 葛飾区 VS 墨田区 足立区 江戸川区
2 10:40 ～ 11:35 女子② 江戸川区 VS 江東区 墨田区 葛飾区
3 11:50 ～ 12:45 女子③ 足立区 VS 葛飾区 江戸川区 江東区
4 13:00 ～ 13:55 女子④ 墨田区 VS 江戸川区 江東区 足立区
5 14:10 ～ 15:05 女子⑤ 江東区 VS 足立区 葛飾区 墨田区
6 15:30 ～ 16:15 壮年５０① 墨田区 VS 江戸川区 足立区 葛飾区
7 16:30 ～ 17:15 壮年５０② 葛飾区 VS 江東区 江戸川区 墨田区
8 17:30 ～ 18:15 壮年５０③ 足立区 VS 墨田区 葛飾区 江東区
9 18:30 ～ 19:15 壮年５０④ 江戸川区 VS 葛飾区 江東区 足立区
10 19:30 ～ 20:15 壮年５０⑤ 江東区 VS 足立区 墨田区 江戸川区

会場 No カテゴリー 主審：四審 副審 ＭＣ
1 9:00 ～ 10:05 中学⑥ 江戸川区 VS 葛飾区 足立区 江東区
2 10:25 ～ 11:30 中学⑦ 江東区 VS 墨田区 江戸川区 葛飾区
3 11:50 ～ 12:55 中学⑧ 葛飾区 VS 足立区 墨田区 江戸川区
4 13:15 ～ 14:20 中学⑨ 墨田区 VS 江戸川区 江東区 足立区
5 14:40 ～ 15:45 中学⑩ 足立区 VS 江東区 葛飾区 墨田区

15:55 ～ 16:10
※ 審判委員会依頼については、各カテゴリー別試合日程表をご覧ください。

会場 No カテゴリー 主審：四審 副審 ＭＣ
1 9:30 ～ 10:15 少年⑧ 足立区 VS 江東区
2 10:30 ～ 11:15 少年⑨ 墨田区 VS 葛飾区
3 11:40 ～ 13:00 一般④ ③の敗者 VS ②の敗者 葛飾区
4 13:30 ～ 14:15 少年⑩ 江東区 VS 江戸川区 グランド運営本部
5 14:40 ～ 16:00 一般⑤ ③の勝者 VS ②の勝者 江東区

16:30 ～ 17:00 一般：少年 　　　　　　　　　　　　閉会式
17:10 ～ 18:00 各役員 　　　　　　　　　　　　反省会（舎人陸上競技場　会議室）

6 17:30 ～ 18:15 壮年６０① 葛飾区 VS 江戸川区
7 18:30 ～ 19:15 壮年６０② 足立区 VS 葛飾区
8 19:30 ～ 20:15 壮年６０③ 江戸川区 VS 足立区

会場 No カテゴリー 主審：四審 副審 ＭＣ
1 9:30 ～ 10:15 少女⑥ 江東区 VS 墨田区 足立区 江戸川区
2 10:30 ～ 11:15 少女⑦ 江戸川区 VS 葛飾区 江東区 墨田区
3 11:30 ～ 12:15 少女⑧ 墨田区 VS 足立区 葛飾区 江東区
4 12:30 ～ 13:15 少女⑨ 葛飾区 VS 江東区 江戸川区 足立区
5 13:30 ～ 14:15 少女⑩ 足立区 VS 江戸川区 墨田区 葛飾区

14:30 ～ 14:45
会場 No カテゴリー 主審：四審 副審 ＭＣ

6 9:30 ～ 10:15 壮年５０⑥ 墨田区 VS 葛飾区 足立区 江戸川区
7 10:30 ～ 11:15 壮年５０⑦ 江戸川区 VS 江東区 墨田区 葛飾区
8 11:30 ～ 12:15 壮年５０⑧ 葛飾区 VS 足立区 江東区 墨田区
9 12:30 ～ 13:15 壮年５０⑨ 江東区 VS 墨田区 江戸川区 足立区
10 13:30 ～ 14:15 壮年５０⑩ 足立区 VS 江戸川区 葛飾区 江東区

14:30 ～ 14:45

会場 No カテゴリー 主審：四審 副審 ＭＣ
1 9:00 ～ 9:55 女子⑥ 葛飾区 VS 江戸川区 足立区 墨田区
2 10:10 ～ 11:05 女子⑦ 墨田区 VS 江東区 葛飾区 江戸川区
3 11:20 ～ 12:15 女子⑧ 江戸川区 VS 足立区 江東区 葛飾区
4 12:30 ～ 13:25 女子⑨ 江東区 VS 葛飾区 墨田区 足立区
5 13:40 ～ 14:35 女子⑩ 足立区 VS 墨田区 江戸川区 江東区

14:45 ～ 15:00
6 15:20 ～ 16:05 壮年４０⑥ 江戸川区 VS 江東区 足立区 墨田区
7 16:20 ～ 17:05 壮年４０⑦ 墨田区 VS 葛飾区 江戸川区 江東区
8 17:20 ～ 18:05 壮年４０⑧ 江東区 VS 足立区 葛飾区 江戸川区
9 18:20 ～ 19:05 壮年４０⑨ 葛飾区 VS 江戸川区 墨田区 足立区
10 19:20 ～ 20:05 壮年４０⑩ 足立区 VS 墨田区 江東区 葛飾区

20:15 ～ 20:30

総合
スポーツ
センター

試合時間 対戦

帝京科学
大学

舎人公園
陸上競技

場

対戦

中学の部表彰式                              

女子の部表彰式
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審判委員会依頼
審判委員会依頼
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審判委員会派遣審判

試合時間

試合時間
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総合スポー
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対戦

対戦

対戦

グランド本部

第49回墨東五区サッカー選手権大会　試合日程一覧表 足立区開催

グランド本部

対戦

グランド本部
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グランド本部

舎人公園
陸上競技

場

グランド本部

グランド本部

グランド本部

2019
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グランド本部

グランド本部

試合時間

試合時間 対戦
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対戦
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審判委員会依頼
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審判委員会依頼
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試合時間 対戦

壮年O-５０部表彰式
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試合時間 対戦

2019
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2019年
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雨天順延
12月8日
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総合
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2019
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2019年
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12月1日
開催

2019
11/10日

舎人公園
陸上競技

場

千住スポ
ーツ公園



第49回 墨東五区サッカー選手権大会　in 足立区 会場別日程表

⚽舎人公園陸上競技場 ※ 審判委員会依頼については、各カテゴリー別試合日程表をご覧ください。

開催日
審判員証

提示
MCM

メンバー表

提出(3部)
KickOff カテゴリ vs 主審 第四審 副審１ 副審２ MC アセッサー

09:00 09:00 09:00 09:30 少年① 葛飾区 VS 江戸川区 -

10:00 10:00 10:00 10:30 少年② 足立区 VS 墨田区 -

11:00 11:00 11:00 11:30 少年③ 江東区 VS 葛飾区 -

12:00 12:00 12:00 12:30 少年④ 江戸川区 VS 足立区 -

一般・少年

13:30 13:30 14:00 14:30 一般① 葛　飾　区 VS 江　東　区 江戸川区 墨五審

15:20 15:20 15:50 16:20 一般② 墨　田　区 VS 江戸川区 足立区 墨五審

09:00 09:00 09:00 09:30 少年⑤ 墨田区 VS 江東区 足立区 -

10:00 10:00 10:00 10:30 少年⑥ 葛飾区 VS 足立区 足立区 -

11:00 11:00 11:00 11:30 少年⑦ 江戸川区 VS 墨田区 足立区 -

11:40 11:40 12:10 12:40 一般③ 足立区 VS ①の勝者 墨田区 墨五審

14:00 14:00 14:00 14:30 壮年４０① 江戸川区 VS 墨田区 足立区 足立区 足立区 足立区 足立区 -

15:00 15:00 15:00 15:30 壮年４０② 江東区 VS 葛飾区 墨田区 墨田区 墨田区 墨田区 足立区 -

16:00 16:00 16:00 16:30 壮年４０③ 足立区 VS 江戸川区 江東区 江東区 江東区 江東区 足立区 -

17:00 17:00 17:00 17:30 壮年４０④ 墨田区 VS 江東区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 葛飾区 足立区 -

18:00 18:00 18:00 18:30 壮年４０⑤ 葛飾区 VS 足立区 江戸川区 江戸川区 江戸川区 江戸川区 足立区 -

09:00 09:00 09:00 09:30 少年⑧ 足立区 VS 江東区 足立区 -

10:00 10:00 10:00 10:30 少年⑨ 墨田区 VS 葛飾区 足立区 -

10:40 10:40 11:10 11:40 一般④ ③の敗者 VS ②の敗者 葛飾区 墨五審

13:00 13:00 13:00 13:30 少年⑩ 江東区 VS 江戸川区 足立区 -

13:40 13:40 14:10 14:40 一般⑤ ③の勝者 VS ②の勝者 江東区 墨五審

一般・少年

各役員
17:00 17:00 17:00 17:30 壮年６０① 葛飾区 VS 江戸川区 足立区 -

18:00 18:00 18:00 18:30 壮年６０② 足立区 VS 葛飾区 足立区 -

19:00 19:00 19:00 19:30 壮年６０③ 江戸川区 VS 足立区 足立区 -

⚽足立区総合スポーツセンター

開催日
審判員証

提示
MCM

メンバー表

提出(3部)
KickOff カテゴリ vs 主審 第四審 副審１ 副審２ MC アセッサー

08:50 08:50 08:50 09:20 中学① 江戸川区 VS 江東区 足立区 足立区 葛飾区 葛飾区 足立区 -

10:15 10:15 10:15 10:45 中学② 葛飾区 VS 墨田区 江東区 江東区 江戸川区 江戸川区 足立区 -

11:40 11:40 11:40 12:10 中学③ 足立区 VS 江戸川区 葛飾区 葛飾区 墨田区 墨田区 足立区 -

13:05 13:05 13:05 13:35 中学④ 江東区 VS 葛飾区 墨田区 墨田区 足立区 足立区 足立区 -

14:30 14:30 14:30 15:00 中学⑤ 墨田区 VS 足立区 江戸川区 江戸川区 江東区 江東区 足立区 -

09:00 09:00 09:00 09:30 女子① 葛飾区 VS 墨田区 足立区 足立区 江戸川区 江戸川区 足立区

10:10 10:10 10:10 10:40 女子② 江戸川区 VS 江東区 墨田区 墨田区 葛飾区 葛飾区 足立区 -

11:20 11:20 11:20 11:50 女子③ 足立区 VS 葛飾区 江戸川区 江戸川区 江東区 江東区 足立区 -

12:30 12:30 12:30 13:00 女子④ 墨田区 VS 江戸川区 江東区 江東区 足立区 足立区 足立区 -

13:40 13:40 13:40 14:10 女子⑤ 江東区 VS 足立区 葛飾区 葛飾区 墨田区 墨田区 足立区 -

15:00 15:00 15:00 15:30 壮年５０① 墨田区 VS 江戸川区 足立区 足立区 葛飾区 葛飾区 足立区 -

16:00 16:00 16:00 16:30 壮年５０② 葛飾区 VS 江東区 江戸川区 江戸川区 墨田区 墨田区 足立区 -

17:00 17:00 17:00 17:30 壮年５０③ 足立区 VS 墨田区 葛飾区 葛飾区 江東区 江東区 足立区 -

18:00 18:00 18:00 18:30 壮年５０④ 江戸川区 VS 葛飾区 江東区 江東区 足立区 足立区 足立区 -

19:00 19:00 19:00 19:30 壮年５０⑤ 江東区 VS 足立区 墨田区 墨田区 江戸川区 江戸川区 足立区 -

08:30 08:30 08:30 09:00 女子⑥ 葛飾区 VS 江戸川区 足立区 足立区 墨田区 墨田区 足立区 -

09:40 09:40 09:40 10:10 女子⑦ 墨田区 VS 江東区 葛飾区 葛飾区 江戸川区 江戸川区 足立区 -

10:50 10:50 10:50 11:20 女子⑧ 江戸川区 VS 足立区 江東区 江東区 葛飾区 葛飾区 足立区 -

12:00 12:00 12:00 12:30 女子⑨ 江東区 VS 葛飾区 墨田区 墨田区 足立区 足立区 足立区 -

13:10 13:10 13:10 13:40 女子⑩ 足立区 VS 墨田区 江戸川区 江戸川区 江東区 江東区 足立区 -

女子の部

14:50 14:50 14:50 15:20 壮年４０⑥ 江戸川区 VS 江東区 足立区 足立区 墨田区 墨田区 足立区 -

15:50 15:50 15:50 16:20 壮年４０⑦ 墨田区 VS 葛飾区 江戸川区 江戸川区 江東区 江東区 足立区 -

16:50 16:50 16:50 17:20 壮年４０⑧ 江東区 VS 足立区 葛飾区 葛飾区 江戸川区 江戸川区 足立区 -

17:50 17:50 17:50 18:20 壮年４０⑨ 葛飾区 VS 江戸川区 墨田区 墨田区 足立区 足立区 足立区 -

18:50 18:50 18:50 19:20 壮年４０⑩ 足立区 VS 墨田区 江東区 江東区 葛飾区 葛飾区 足立区 -

O-40

09:00 09:00 09:00 09:30 壮年５０⑥ 墨田区 VS 葛飾区 墨田区 墨田区 江戸川区 江戸川区 足立区 -

10:00 10:00 10:00 10:30 壮年５０⑦ 江戸川区 VS 江東区 江戸川区 江戸川区 葛飾区 葛飾区 足立区 -

11:00 11:00 11:00 11:30 壮年５０⑧ 葛飾区 VS 足立区 葛飾区 葛飾区 墨田区 墨田区 足立区 -

12:00 12:00 12:00 12:30 壮年５０⑨ 江東区 VS 墨田区 江東区 江東区 足立区 足立区 足立区 -

13:00 13:00 13:00 13:30 壮年５０⑩ 足立区 VS 江戸川区 足立区 足立区 江東区 江東区 足立区 -

O-50

⚽千住スポーツ公園

開催日
審判員証

提示
MCM

メンバー表

提出(3部)
KickOff カテゴリ vs 主審 第四審 副審１ 副審２ MC アセッサー

09:30 09:30 09:30 10:00 少女① 江東区 VS 江戸川区 足立区 足立区 墨田区 墨田区 足立区 -

10:30 10:30 10:30 11:00 少女② 墨田区 VS 葛飾区 江戸川区 江戸川区 江東区 江東区 足立区 -

11:30 11:30 11:30 12:00 少女③ 足立区 VS 江東区 墨田区 墨田区 葛飾区 葛飾区 足立区 -

12:30 12:30 12:30 13:00 少女④ 江戸川区 VS 墨田区 葛飾区 葛飾区 足立区 足立区 足立区 -

13:30 13:30 13:30 14:00 少女⑤ 葛飾区 VS 足立区 江東区 江東区 江戸川区 江戸川区 足立区 -

09:00 09:00 09:00 09:30 少女⑥ 葛飾区 VS 江戸川区 足立区 足立区 墨田区 墨田区 足立区 -

10:00 10:00 10:00 10:30 少女⑦ 墨田区 VS 江東区 葛飾区 葛飾区 江戸川区 江戸川区 足立区 -

11:00 11:00 11:00 11:30 少女⑧ 江戸川区 VS 足立区 江東区 江東区 葛飾区 葛飾区 足立区 -

12:00 12:00 12:00 12:30 少女⑨ 江東区 VS 葛飾区 墨田区 墨田区 足立区 足立区 足立区 -

13:00 13:00 13:00 13:30 少女⑩ 足立区 VS 墨田区 江戸川区 江戸川区 江東区 江東区 足立区 -

少女の部

⚽帝京科学大学

08:30 08:30 08:30 09:00 中学⑥ 江戸川区 VS 葛飾区 足立区 足立区 江東区 江東区 足立区 -

09:55 09:55 09:55 10:25 中学⑦ 江東区 VS 墨田区 江戸川区 江戸川区 葛飾区 葛飾区 足立区 -

11:20 11:20 11:20 11:50 中学⑧ 葛飾区 VS 足立区 墨田区 墨田区 江戸川区 江戸川区 足立区 -

12:15 12:15 12:15 12:45 中学⑨ 墨田区 VS 江戸川区 江東区 江東区 足立区 足立区 足立区 -

14:10 14:10 14:10 14:40 中学⑩ 足立区 VS 江東区 葛飾区 葛飾区 墨田区 墨田区 足立区 -

中学の部

１１月１０日

(日)
13:40～14:10 開　　　　　会　　　　　式

１１月１７日

(日)

１１月２４日

(日) 16:30～17:00 閉　　　　　会　　　　　式
17:10～18:00 反　　　　　省　　　　　会

足立区

審判委員会派遣審判

審判委員会派遣審判

委員会派遣審判員

委員会派遣審判員

審判委員会依頼

審判委員会依頼

１１月１７日

(日)

15:55～16:10 中学の部　表彰式

１１月１０日

(日)

１１月２４日

(日)

雨天順延

→　12月1日

（日） 14:30～14:45 少女の部　表彰式

１２月１日

(日)

14:30～14:45 壮年の部O-50　表彰式

江戸川区

葛飾区

１１月１０日

(日)

１１月１７日

(日)

１１月２４日

(日)

雨天順延

→12月8日

（日）

14:45～15:00 女子の部　表彰式

20:15～20:30 壮年の部O-40　表彰式

審判委員会派遣審判

審判委員会依頼

審判委員会依頼

審判委員会依頼

審判委員会依頼

審判委員会依頼

審判委員会依頼

審判委員会依頼

審判委員会依頼




