
審判 審判 審判 審判 審判 審判

９：３０〜 市原八幡 土気 相互 ９：３０〜 千葉東 望洋 市立千葉 １３：３０〜 千葉東B 望洋B 相互 ９：３０〜 市原八幡B 土気B 相互 ９：００〜 千葉経済 検見川 相互 ９：００〜 柏井B 検見川B 相互

１１：００〜 総和工業 市立千葉 望洋 １１：００〜 市原八幡 千葉東 市立稲毛 １５：００〜 土気 望洋 千葉東 １１：００〜 市立稲毛B 市原八幡B 相互 １０：３０〜 柏井
早稲田
学院

千葉経済 １０：３０〜 千葉経済B 柏井B 相互

１２：３０〜 望洋B 土気B 相互 １２：００〜 検見川B
早稲田
学院B

相互 １２：００〜 柏井 千葉経済 検見川

１４：００〜 市立稲毛 総和工業 土気 １３：３０〜 昭和秀英
早稲田
学院

柏井 １３：３０〜 千葉経済B 検見川B 相互

１５：３０〜 市立稲毛B 市立千葉B 相互 １５：００〜 昭和秀英B
早稲田
学院B

相互

審判 審判 審判 審判 審判 審判

９：３０〜 市立稲毛 望洋 相互 ９：３０〜 市原八幡 柏井 千葉商業 １３：３０〜 千葉商業 若松 市立稲毛 ９：３０〜 市原八幡B 柏井B 相互 ９：００〜 昭和秀英 千葉南 袖ヶ浦 ９：００〜 磯辺 土気 明徳

１１：００〜 柏井B 望洋B 相互 １１：００〜 柏井 望洋 市原八幡 １５：００〜 検見川B 市立稲毛B 相互 １１：００〜 市立稲毛B 望洋B 相互 １０：３０〜 袖ヶ浦
早稲田
学院

磯辺 １０：３０〜 昭和秀英B 土気B 相互

１２：３０〜 検見川B 若松B 相互 １２：００〜 袖ヶ浦B
早稲田
学院B

相互 １２：００〜 明徳B 千葉南B 相互

１４：００〜 検見川 札幌龍谷 若松 １３：３０〜 土気
早稲田
学院

昭和秀英 １３：３０〜 明徳B 袖ヶ浦B 相互

１５：３０〜 若松 札幌龍谷 検見川 １５：００〜 千葉南B
早稲田
学院B

相互

審判 審判 審判 審判 審判 審判

９：３０〜 若松 市原中央 京葉 ９：３０〜 FC幕張 市原八幡 市立稲毛 １３：３０〜 FC幕張 札幌龍谷 市原中央 ９：３０〜 柏井B 市原中央B 相互 ９：００〜 千葉経済 土気 千葉東 ９：００〜 望洋
早稲田
学院

市原緑

１１：００〜 柏井 市原中央 若松 １１：００〜 京葉 札幌龍谷 FC幕張 １５：００〜 京葉 市立稲毛 FC幕張 １１：００〜 市立稲毛B 柏井B 相互 １０：３０〜 市原緑B 土気B 相互 １０：３０〜 千葉経済B
早稲田
学院B

相互

１２：３０〜 柏井 新潟工業 市原八幡 １２：００〜 土気 千葉東 千葉経済 １２：００〜 千葉経済
早稲田
学院

千葉東

１４：００〜 市立稲毛 新潟工業 柏井 １３：３０〜 望洋 仙台育英 土気 １３：３０〜 望洋B
早稲田
学院B

相互

１５：３０〜 市原八幡 新潟工業 市立稲毛 １５：００〜 千葉東 仙台育英 望洋

審判 審判 審判 審判 審判 審判

９：３０〜 検見川 千葉東 相互 ９：３０〜 柏井 仙台育英 千葉南 １３：３０〜 土気 葛飾野 姉崎 ９：３０〜 姉崎B 検見川B 相互 ９：００〜 若松 市立千葉 市立稲毛 ９：００〜 犢橋 千城台 市原緑

１１：００〜 姉崎 葛飾野 桜林 １１：００〜 千葉南 仙台育英 千葉東 １５：００〜 桜林 札幌龍谷 検見川 １１：００〜 柏井 札幌龍谷 市原八幡 １０：３０〜 市立稲毛
早稲田
学院

市立千葉 １０：３０〜 若松B 犢橋B 相互

１２：３０〜 検見川 仙台育英 土気 １２：００〜 市立千葉B
早稲田
学院B

相互 １２：００〜 市立稲毛B 市原緑B 相互

１４：００〜 市原八幡 仙台育英 柏井 １３：３０〜 若松
早稲田
学院

千城台 １３：３０〜 市立千葉 千葉商業 犢橋

１５：３０〜 土気 仙台育英 市原八幡 １５：００〜 市立稲毛B
早稲田
学院B

相互

フクダ電子スクエアB（望洋・望洋）

フクダ電子スクエアB（磯辺・明徳）

市原・千葉市招待冬R1　対戦表 １

24日

スポレク　A（天然芝）（市原八幡・市立千葉） スポレク　C（天然芝）（千葉東・千葉東）

スポレク　C（天然芝）（柏井・千葉南）

スポレクD（人工芝）（市原八幡・若松）

フクダ電子スクエアB（千城台・市立千葉）

27日

フクダ電子スクエアA（千葉経済・千葉東）

八幡球技場（人工芝）：市原市八幡４４０

スポレク　A（天然芝）（検見川・姉崎） フクダ電子スクエアA（若松・市立稲毛）

スポレク　A（天然芝）（若松・市原中央）

スポレクD（人工芝）（桜林・土気）

各会場住所

スポレクB（天然芝）（土気・桜林）

スポレク　A（天然芝）（市立稲毛・柏井）

姉崎サッカー場（天然芝）：市原市姉崎海岸２３－２

フクダ電子スクエアB（柏井・検見川）スポレクB（天然芝）（望洋・望洋） スポレクD（人工芝）（土気・市立稲毛） フクダ電子スクエアA（千葉経済・昭和秀英）

フクダ電子スクエア・フィールド（人工芝）：千葉市中央区川崎町２ー１８

スポレクパークA〜C（天然）D(人工）市原市菊間７７５

東海大望洋高校：市原市能満１５３１

26日

ちはら台多目的広場（天然芝）：市原市ちはら台南１－１０－６

スポレクD（人工芝）（柏井・市立稲毛）

25日

明徳高校：千葉市中央区南生実町１４１２

千葉南高校：千葉市中央区花輪町４５−３

フクダ電子スクエアA（昭和秀英・千葉南）スポレク　C（天然芝）（市原八幡・望洋） スポレクB（天然芝）（千葉商業・検見川）

スポレク　C（天然芝）（市原八幡・京葉） スポレクB（天然芝）（FC幕張・京葉）





審判 審判 審判

９：００〜 京葉 千葉南 FC幕張 ９：３０〜 袖ヶ浦 磯辺 若松 １１：３０〜 姉崎 千葉商業 千城台

１０：３０〜 千葉南B 犢橋B 相互 １１：００〜 若松B 袖ヶ浦B 相互 １３：００〜 姉崎B 千城台B 相互

１２：００〜 京葉 FC幕張 千葉南 １２：３０〜 明徳B 磯辺B 相互 １４：３０〜 千城台 千葉商業 姉崎

１３：３０〜 犢橋 FC幕張 京葉 １４：００〜 袖ヶ浦 若松 磯辺

１５：００〜 千葉南 FC幕張 犢橋 １５：３０〜 明徳B 若松B 相互

審判 審判 審判

９：００〜 市原中央B 高岡第一B 相互 ９：３０〜 京葉 桜林 FC幕張 １１：３０〜 姉崎 取手松陽 市原緑

１０：３０〜 千葉東 市原中央 犢橋 １１：００〜 千城台 FC幕張 桜林 １３：００〜 姉崎B 取手松陽B 相互

１２：００〜 犢橋 高岡第一 市原中央 １２：３０〜 京葉 千葉経済 千城台 １４：３０〜 市原緑B 取手松陽B 相互

１３：３０〜 千葉東B 高岡第一B 相互 １４：００〜 桜林 FC幕張 京葉

１５：００〜 市原中央 高岡第一 千葉東 １５：３０〜 桜林B 千葉経済B 相互

審判 審判 審判 審判 審判

９：００〜 千城台 磯辺 千葉商業 ９：３０〜 千葉南 高岡第一 市立千葉 １１：３０〜 桜林 袖ヶ浦 姉崎 ９：３０〜 市原八幡B 千葉東B 相互 ９：００〜 明徳B 犢橋B 相互

１０：３０〜 千葉商業 水海道第一 千城台 １１：００〜 市立千葉B 高岡第一B 相互 １３：００〜 姉崎B 桜林B 相互 １１：００〜 若松B 市原八幡B 相互 １０：３０〜 明徳 取手松陽 犢橋

１２：００〜 千城台 葛飾野 磯辺 １２：３０〜 市立千葉 高岡第一 千葉南 １４：３０〜 姉崎 桜林 袖ヶ浦 １２：３０〜 若松B 千葉東B 相互 １２：００〜 犢橋 取手松陽 明徳

１３：３０〜 磯辺 水海道第一 千城台 １４：００〜 千葉南B 高岡第一B 相互

１５：００〜 千葉商業 葛飾野 磯辺 １５：３０〜 市立千葉 千葉南 相互

審判 審判 審判 審判 審判

９：００〜 市原中央 FC幕張 千葉東 ９：００〜 望洋 千葉北 相互 ９：００〜 明徳B 高岡第一B 相互 ９：３０〜 千葉経済B 市原八幡B 相互 ９：３０〜 千葉南B 土気B 相互

１０：３０〜 FC幕張 新潟工業 千葉東 １０：３０〜 望洋 取手松陽 千葉北 １０：１５〜 柏井B 高岡第一B 相互 １１：００〜 市原中央B 千葉経済B 相互 １１：００〜 千葉東B 千葉南B 相互

１２：００〜 千葉東 新潟工業 FC幕張 １２：００〜 望洋B 取手松陽B 相互 １１：３０〜 明徳B 柏井B 相互 １２：３０〜 桜林B 市原中央B 相互 １２：３０〜 千葉東B 土気B 相互

１３：３０〜 市原中央 新潟工業 千葉経済 １３：３０〜 千葉北 取手松陽 望洋

１５：００〜 千葉経済 新潟工業 市原中央 １５：００〜 望洋B 千葉北B 相互

２７日

望洋高校八幡球技場（市原中央・千葉経済） 明徳高校

明徳高校

千葉南高校市原八幡高校

姉崎サッカー場（袖ヶ浦・姉崎） 市原八幡高校

ちはら台多目広場（磯辺・若松）

ちはら台多目広場（千葉南・市立千葉）

市原・千葉市招待冬R1　対戦表 ２
八幡球技場（京葉・千葉南）

24日

姉崎サッカー場（姉崎・千葉商業）

ちはら台多目広場（京葉・千葉経済）

八幡球技場（千城台・千葉商業）

2５日

八幡球技場（市原中央・市原中央）

2６日

姉崎サッカー場（姉崎・市原緑）

（３０分ゲーム）


