
≪前期≫
ながいU 小国SSS アスピランテ 北部FC

ながいU 小国SSS アスピランテ

月日 カテゴリー 時間 ホーム vs アウェイ ホーム vs アウェイ 主管 会場
U-12 9:30～ ながいU vs フェニックス 南陽west vs アスピランテ

4月29日 U-12 10:20～ 川西JFC vs 小国SSS 北部FC vs FCホークス
U-12 11:10～ 小国SSS vs ながいU FCホークス vs 南陽west

1-2節 U-12 12:00～ フェニックス vs 川西JFC アスピランテ vs 北部FC
U-10 13:00～ ながいU vs フェニックス 南陽west vs アスピランテ
U-10 13:50～ 小国SSS vs ながいU 北部FC vs FCホークス
U-10 14:40～ アスピランテ vs 北部FC FCホークス vs 南陽west

U-12 9:00～ ながいU vs 南陽west 小国SSS vs FCホークス
5月13日 U-12 10:00～ フェニックス vs アスピランテ 川西JFC vs 北部FC

U-12 11:10～ アスピランテ vs ながいU FCホークス vs 川西JFC
3-4節 U-12 12:10～ 南陽west vs フェニックス 北部FC vs 小国SSS

U-10 13:00～ ながいU vs 南陽west 小国SSS vs FCホークス
U-10 13:50～ フェニックス vs アスピランテ 北部FC vs 小国SSS
U-10 14:40～ アスピランテ vs ながいU 南陽west vs フェニックス

U-12 9:00～ 川西JFC vs アスピランテ 南陽west vs 北部FC
5月19日 U-12 10:00～ ながいU vs 川西JFC フェニックス vs 小国SSS

U-12 11:10～ FCホークス vs ながいU 北部FC vs フェニックス
5-6節 U-12 12:10～ vs 小国SSS vs 南陽west

U-10 13:00～ アスピランテ vs FCホークス 南陽west vs 北部FC
U-10 13:50～ 小国SSS vs アスピランテ フェニックス vs 北部FC
U-10 14:40～ FCホークス vs ながいU 小国SSS vs 南陽west
U-10 15:30～ vs vs

U-12 9:00～ フェニックス vs FCホークス ながいU 北部FC vs
6月10日 U-12 10:00～ ながいU 北部FC フェニックス FCホークス vs

U-10 11:00～ フェニックス vs FCホークス vs
7節 U-10 12:00～ ながいU vs 北部FC

U-10 13:00～ 小国SSS vs フェニックス
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1部

U-10参加チーム フェニックス 南陽west FCホークス 北部FC
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≪前期≫
レッドライオンズ アルカディア 高畠蹴友 わかくさ

レッド アルカディア 高畠蹴友

月日 カテゴリー 時間 ホーム vs アウェイ ホーム vs アウェイ 主管 会場
U-12 12:10～ レッドライオンズ vs 窪田sc アビーカYFC vs 高畠蹴友

4月30日 U-12 13:00～ 興譲小SSS vs アルカディア わかくさ vs 東部SSS
U-12 13:50～ アルカディア vs レッドライオンズ 東部SSS vs アビーカYFC

1-2節 U-12 14:40～ 窪田sc vs 興譲小SSS 高畠蹴友 vs わかくさ
U-10 15:30～ レッド vs 窪田sc アビーカYFC vs 高畠蹴友
U-10 16:10～ アルカディア vs レッド 長井ブレイズFC vs 東部SSS
U-10 16:50～ 東部SSS vs アビーカYFC 高畠蹴友 vs 長井ブレイズFC

U-12 8:50～ レッドライオンズ vs アビーカYFC アルカディア vs 東部SSS
5月19日 U-12 9:40～ 窪田sc vs 高畠蹴友 興譲小SSS vs わかくさ

U-12 10:30～ 高畠蹴友 vs レッドライオンズ 東部SSS vs 興譲小SSS
3-4節 U-12 11:20～ アビーカYFC vs 窪田sc わかくさ vs アルカディア

U-10 15:30～ レッド vs アビーカYFC アルカディア vs 東部SSS
U-10 16:10～ 窪田sc vs 高畠蹴友 長井ブレイズFC vs アルカディア
U-10 16:50～ 高畠蹴友 vs レッド アビーカYFC vs 窪田sc

U-12 8:50～ 高畠蹴友 vs 東部SSS アビーカYFC vs わかくさ
6月10日 U-12 9:40～ レッドライオンズ vs 興譲小SSS 窪田sc vs アルカディア

or U-12 10:30～ 東部SSS vs レッドライオンズ わかくさ vs 窪田sc
6月17日 U-12 11:20～ 興譲小SSS vs 高畠蹴友 アルカディア vs アビーカYFC

U-10 15:30～ 高畠蹴友 vs 東部SSS アビーカYFC vs 長井ブレイズFC
U-10 16:10～ 東部SSS vs レッド 窪田sc vs アルカディア

5-6節 U-10 16:50～ アルカディア vs アビーカYFC 長井ブレイズFC vs 窪田sc
vs

U-12 9:00～ レッドライオンズ vs わかくさ アルカディア 高畠蹴友 窪田sc vs 東部SSS 興譲小SSS アビーカYFC

7月7日 U-12 10:00～ アルカディア vs 高畠蹴友 レッドライオンズ わかくさ 興譲小SSS vs アビーカYFC 窪田sc 東部SSS

U-10 13:00～ レッド vs わかくさ 窪田sc vs 東部SSS
7節 U-10 14:00～ アルカディア vs 高畠蹴友
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2部

U-10参加チーム 窪田sc アビーカYFC 東部SSS

アビーカYFC 東部SSS
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審判/記録 審判/記録
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≪前期≫
南原若鷹 FC宮内 フェニックス2nd ホークス2nd アビーカ2nd

月日 カテゴリー 時間 ホーム vs アウェイ ホーム vs アウェイ 主管 会場
U-12 8:50～ 南原若鷹 vs 南陽2nd FC宮内 vs フェニックス2nd

4月30日 U-12 9:40～ 長井ブレイズFC vs hiro's アステラーソ vs アビーカ2nd
U-12 10:30～ 南原若鷹 vs hiro's FC宮内 vs ホークス2nd

1-2節 U-12 11:20～ 長井ブレイズFC vs 南陽2nd フェニックス2nd vs アビーカ2nd
アステラーソ vs ホークス2nd

U-12 10:00～ 南原若鷹 vs ホークス2nd 長井ブレイズFC vs FC宮内
5月13日 U-12 11:00～ hiro's vs 南陽2nd FC宮内 vs アビーカ2nd

U-12 12:00～ 南原若鷹 vs アステラーソ アステラーソ vs フェニックス2nd
3-4節 U-12 13:00～ ホークス2nd vs 南陽2nd 長井ブレイズFC vs アビーカ2nd

U-12 14:00～ hiro's vs フェニックス2nd

U-12 10:00～ 南原若鷹 vs 長井ブレイズFC hiro's vs ホークス2nd
5月19日 U-12 11:00～ FC宮内 vs アステラーソ フェニックス2nd vs 南陽2nd

U-12 12:00～ 長井ブレイズFC vs アステラーソ hiro's vs アビーカ2nd
5-6節 U-12 13:00～ 南原若鷹 vs FC宮内 ホークス2nd vs フェニックス2nd

U-12 14:00～ 南陽2nd vs アビーカ2nd

U-12 10:00～ 南原若鷹 vs アビーカ2nd アステラーソ vs 南陽2nd
6月10日 U-12 11:00～ 長井ブレイズFC vs ホークス2nd FC宮内 vs hiro's

U-12 12:00～ ホークス2nd vs アビーカ2nd 南原若鷹 vs フェニックス2nd
7-8節 U-12 13:00～ アステラーソ vs hiro's FC宮内 vs 南陽2nd

U-12 14:00～ 長井ブレイズFC vs フェニックス2nd
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U-10参加チーム
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