
節 月日 曜 会場 運営校 ｷｯｸｵﾌ 主審・4審 R1・R2 月日 曜 会場 運営校 ｷｯｸｵﾌ 主審・4審 R1・R2

9:00 更北中Ｂ - 屋代中 北部中Ｂ 常盤中 9:00 昭和ＦＣ - 裾花中Ｂ 裾花ヴィエントＢ リベルタスＢ

10:30 常盤中 - 北部中Ｂ 屋代中 更北中Ｂ 10:30 裾花ヴィエントＢ - リベルタスＢ 昭和ＦＣ 裾花中Ｂ

12:40 更北中Ｂ - 北部中Ｂ 常盤中 屋代中 12:40 昭和ＦＣ - リベルタスＢ 裾花中Ｂ 裾花ヴィエントＢ

14:10 常盤中 - 屋代中 更北中Ｂ 北部中Ｂ 14:10 裾花ヴィエントＢ - 裾花中Ｂ リベルタスＢ 昭和ＦＣ

9:00 更北中Ｂ - 常盤中 リベルタスＢ 裾花中Ｂ 9:00 昭和ＦＣ - 屋代中 裾花ヴィエントＢ 北部中Ｂ

10:30 リベルタスＢ - 裾花中Ｂ 更北中Ｂ 常盤中 10:30 裾花ヴィエントＢ - 北部中Ｂ 昭和ＦＣ 屋代中

12:40 更北中Ｂ - 裾花中Ｂ 常盤中 リベルタスＢ 12:40 昭和ＦＣ - 北部中Ｂ 屋代中 裾花ヴィエントＢ

14:10 常盤中 - リベルタスＢ 裾花中Ｂ 更北中Ｂ 14:10 裾花ヴィエントＢ - 屋代中 北部中Ｂ 昭和ＦＣ

9:00 更北中Ｂ - 昭和ＦＣ 常盤中 裾花ヴィエントＢ 9:00 リベルタスＢ - 屋代中 裾花中Ｂ 北部中Ｂ

10:30 裾花ヴィエントＢ - 常盤中 更北中Ｂ 昭和ＦＣ 10:30 裾花中Ｂ - 北部中Ｂ リベルタスＢ 屋代中

12:40 更北中Ｂ - 裾花ヴィエントＢ 昭和ＦＣ 常盤中 12:40 リベルタスＢ - 北部中Ｂ 屋代中 裾花中Ｂ

14:10 常盤中 - 昭和ＦＣ 裾花ヴィエントＢ 更北中Ｂ 14:10 裾花中Ｂ - 屋代中 北部中Ｂ リベルタスＢ

9:00 更北中Ｂ - リベルタスＢ 裾花中Ｂ 常盤中 9:00 昭和ＦＣ - 裾花ヴィエントＢ 北部中Ｂ 屋代中

10:30 常盤中 - 裾花中Ｂ 更北中Ｂ リベルタスＢ 10:30 北部中Ｂ - 屋代中 昭和ＦＣ 裾花ヴィエントＢ

12:40 更北中Ｂ - 常盤中 裾花中Ｂ リベルタスＢ 12:40 昭和ＦＣ - 屋代中 北部中Ｂ 裾花ヴィエントＢ

14:10 リベルタスＢ - 裾花中Ｂ 更北中Ｂ 常盤中 14:10 裾花ヴィエントＢ - 北部中Ｂ 昭和ＦＣ 屋代中

9:00 更北中Ｂ - 屋代中 常盤中 北部中Ｂ 9:00 昭和ＦＣ - 裾花中Ｂ リベルタスＢ 裾花ヴィエントＢ

10:30 常盤中 - 北部中Ｂ 更北中Ｂ 屋代中 10:30 裾花ヴィエントＢ - リベルタスＢ 裾花中Ｂ 昭和ＦＣ

12:40 更北中Ｂ - 北部中Ｂ 屋代中 常盤中 12:40 昭和ＦＣ - リベルタスＢ 裾花ヴィエントＢ 裾花中Ｂ

14:10 常盤中 - 屋代中 北部中Ｂ 更北中Ｂ 14:10 裾花ヴィエントＢ - 裾花中Ｂ 昭和ＦＣ リベルタスＢ

9:00 更北中Ｂ - リベルタスＢ 裾花中Ｂ 常盤中 9:00 昭和ＦＣ - 裾花ヴィエントＢ 北部中Ｂ 屋代中

10:30 常盤中 - 裾花中Ｂ リベルタスＢ 更北中Ｂ 10:30 北部中Ｂ - 屋代中 裾花ヴィエントＢ 昭和ＦＣ

12:40 更北中Ｂ - 裾花中Ｂ 常盤中 リベルタスＢ 12:40 昭和ＦＣ - 北部中Ｂ 屋代中 裾花ヴィエントＢ

14:10 常盤中 - リベルタスＢ 更北中Ｂ 裾花中Ｂ 14:10 裾花ヴィエントＢ - 屋代中 昭和ＦＣ 北部中Ｂ

9:00 更北中Ｂ - 昭和ＦＣ 裾花ヴィエントＢ 常盤中 9:00 リベルタスＢ - 屋代中 北部中Ｂ 裾花中Ｂ

10:30 裾花ヴィエントＢ - 常盤中 昭和ＦＣ 更北中Ｂ 10:30 裾花中Ｂ - 北部中Ｂ 屋代中 リベルタスＢ

12:40 更北中Ｂ - 裾花ヴィエントＢ 常盤中 昭和ＦＣ 12:40 リベルタスＢ - 北部中Ｂ 裾花中Ｂ 屋代中

14:10 常盤中 - 昭和ＦＣ 更北中Ｂ 裾花ヴィエントＢ 14:10 裾花中Ｂ - 屋代中 リベルタスＢ 北部中Ｂ

対戦 対戦

① 4/23 土 屋代中 屋代中 4/23 土 裾花中 裾花中Ｂ

② 4/29 金 常盤中 更北中Ｂ 4/29 金 屋代中 北部中Ｂ

③ 5/1 日 常盤中 裾花ヴィエントＢ 5/1 日 屋代中 リベルタスＢ

日

④ 5/7 土 常盤中 更北中Ｂ

⑤

土 屋代中

常盤中 7/3 日

北部中Ｂ 裾花中Ｂ

昭和ＦＣ

屋代中

5/15 日 屋代中

屋代中

２０１６　北信U-15ユースリーグ　組み合わせ・対戦表　北信３部Ｂ(確定版)

5/7

⑦ 8/7 日

5/15

昭和ＦＣ

リベルタスＢ

裾花中

常盤中 裾花ヴィエントＢ 8/7 日

⑥ 7/3 日 裾花中


