
節 月日 曜 会場 運営校 時間 主審・4審 Ａ１・Ａ２

9:00 櫻ヶ岡 - 裾花Ｂ ヴィエントＢ 昭和Ｂ

10:15 屋代 - 昭和Ｂ 櫻ヶ岡 ヴィエントＢ

12:30 ヴィエントＢ - 櫻ヶ岡 屋代 裾花Ｂ

13:45 屋代 - 裾花Ｂ 昭和Ｂ ヴィエントＢ

15:00 ヴィエントＢ 昭和Ｂ 裾花Ｂ 屋代

9:00 裾花Ｂ - 長野日大 リベルタスＣ 小布施

10:15 ヴィエントＢ - リベルタスＣ 長野日大 裾花Ｂ

12:30 小布施 - 裾花Ｂ 信濃・飯綱 昭和Ｂ

13:45 信濃・飯綱 - 昭和Ｂ 小布施 裾花Ｂ

15:00 小布施 - 屋代 長野日大 リベルタスＣ

9:00 屋代 - 櫻ヶ岡 裾花Ｂ ヴィエントＢ

10:15 ヴィエントＢ - 裾花Ｂ 櫻ヶ岡 信濃・飯綱

12:30 信濃・飯綱 - 芹田Ｂ ヴィエントＢ 櫻ヶ岡

13:45 ヴィエントＢ - 屋代 信濃・飯綱 裾花Ｂ

15:00 裾花Ｂ 芹田Ｂ 屋代 ヴィエントＢ

9:00 信濃・飯綱 - リベルタスＣ 屋代 小布施

10:15 長野日大 - 小布施 リベルタスＣ 櫻ヶ岡

12:30 信濃・飯綱 - 屋代 小布施 リベルタスＣ

13:45 櫻ヶ岡 - リベルタスＣ 屋代 信濃・飯綱

15:00

9:00 昭和Ｂ - 裾花Ｂ 櫻ヶ岡 屋代

10:15 芹田Ｂ - 屋代 昭和Ｂ 櫻ヶ岡

12:30 櫻ヶ岡 - 昭和Ｂ 裾花Ｂ 裾花Ｂ

13:45 -

15:00

9:00 裾花Ｂ - 信濃・飯綱 ヴィエントＢ 長野日大

10:15 長野日大 - ヴィエントＢ 昭和Ｂ 芹田Ｂ

12:30 昭和Ｂ - 芹田Ｂ ヴィエントＢ 長野日大

13:45 昭和Ｂ - リベルタスＣ 芹田Ｂ 信濃・飯綱

15:00

9:00 芹田Ｂ - リベルタスＣ 信濃・飯綱 小布施

10:15 信濃・飯綱 - 小布施 長野日大 リベルタスＣ

12:30 長野日大 - リベルタスＣ 芹田Ｂ 信濃・飯綱

13:45 小布施 - 芹田Ｂ リベルタスＣ 長野日大

15:00 長野日大 信濃・飯綱 芹田Ｂ 小布施

9:00

10:15

12:30 裾花Ｂ - リベルタスＣ 信濃・飯綱 櫻ヶ岡

13:45 櫻ヶ岡 - 信濃・飯綱 リベルタスＣ 屋代

15:00 リベルタスＣ - 屋代 櫻ヶ岡 裾花Ｂ

櫻ヶ岡

5/3

ヴィエントＢ屋代4/29

5/4 木
犀川第
２グラウ
ンド

4/30 日 屋代

２０１7　北信U-15ユースリーグ　組み合わせ・対戦表　３部Ｂ

対戦

屋代 櫻ヶ岡

土①

②

④

⑦ 5/14 日 小布施

裾花Ｂ

③

裾花Ｂ

水

⑤

⑥ 5/13 土
千曲市
サッ
カー場

リベルタスＣ

5/7 日 屋代

信濃・飯綱

⑧ 5/28 日 裾花中学校 屋代



9:00 長野日大 - 小布施 信濃・飯綱 リベルタスＣ

10:15 信濃・飯綱 - リベルタスＣ 長野日大 小布施

12:30

13:45

15:00

9:00 信濃・飯綱 - ヴィエントＢ 裾花Ｂ リベルタスＣ

10:15 小布施 - 裾花Ｂ 信濃・飯綱 昭和Ｂ

12:30 信濃・飯綱 - 昭和Ｂ リベルタスＣ 芹田Ｂ

13:45 小布施 - リベルタスＣ 信濃・飯綱 芹田Ｂ

15:00 長野日大 - 芹田Ｂ ヴィエントＢ 信濃・飯綱

9:00

10:15

12:30 信濃・飯綱 - 芹田Ｂ 小布施 リベルタスＣ

13:45 ヴィエントＢ - リベルタスＣ 芹田Ｂ 信濃・飯綱

15:00 小布施 - 屋代 リベルタスＣ ヴィエントＢ

9:00 長野日大 - 昭和Ｂ 小布施 信濃・飯綱

10:15 ヴィエントＢ - 小布施 長野日大 昭和Ｂ

12:30 裾花Ｂ - 長野日大 ヴィエントＢ 昭和Ｂ

13:45 信濃・飯綱 - ヴィエントＢ 裾花Ｂ 長野日大

15:00 -

9:00 昭和Ｂ - 裾花Ｂ ヴィエントＢ 櫻ヶ岡

10:15 屋代 - 櫻ヶ岡 昭和Ｂ 裾花Ｂ

12:30 ヴィエントＢ - 裾花Ｂ 櫻ヶ岡 屋代

13:45 櫻ヶ岡 - 昭和Ｂ 屋代 ヴィエントＢ

15:00 ヴィエントＢ - 屋代 裾花Ｂ 昭和Ｂ

9:00 屋代 - 長野日大 芹田Ｂ ヴィエントＢ

10:15 櫻ヶ岡 - 芹田Ｂ 屋代 長野日大

12:30

13:45 櫻ヶ岡 - 長野日大 屋代 芹田Ｂ

15:00 ヴィエントＢ - 芹田Ｂ 長野日大 屋代

9:00 櫻ヶ岡 - 裾花Ｂ 昭和Ｂ 屋代

10:15 屋代 - 昭和Ｂ 櫻ヶ岡 ヴィエントＢ

12:30 ヴィエントＢ - 櫻ヶ岡 裾花Ｂ 昭和Ｂ

13:45 屋代 - 裾花Ｂ 昭和Ｂ ヴィエントＢ

15:00 ヴィエントＢ - 昭和Ｂ 屋代 櫻ヶ岡

9:00 芹田Ｂ - リベルタスＣ 信濃・飯綱 小布施

10:15 信濃・飯綱 - 小布施 リベルタスＣ 長野日大

12:30 長野日大 - リベルタスＣ 芹田Ｂ 信濃・飯綱

13:45 小布施 - 芹田Ｂ 長野日大 リベルタスＣ

15:00 長野日大 - 信濃・飯綱 小布施 芹田Ｂ

9:00 裾花Ｂ - 信濃・飯綱 屋代 芹田Ｂ

10:15 芹田Ｂ - 屋代 裾花Ｂ 信濃・飯綱

12:30

13:45 信濃・飯綱 - 屋代 芹田Ｂ 裾花Ｂ

15:00 裾花Ｂ - 芹田Ｂ 信濃・飯綱 屋代

9:00 長野日大 - 昭和Ｂ 芹田Ｂ 芹田Ｂ
10:15 ヴィエントＢ - 小布施 昭和Ｂ 長野日大
12:30
13:45 長野日大 - ヴィエントＢ 昭和Ｂ 小布施
15:00 昭和Ｂ - 芹田Ｂ ヴィエントＢ 長野日大

9:00 裾花Ｂ - リベルタスＣ 櫻ヶ岡 小布施

10:15 櫻ヶ岡 - 信濃・飯綱 小布施 屋代

12:30 小布施 - 昭和Ｂ 裾花Ｂ 櫻ヶ岡

13:45 リベルタスＣ - 屋代 小布施 昭和Ｂ

15:00 櫻ヶ岡 - 小布施 リベルタスＣ 裾花Ｂ

9:00 屋代 - 長野日大 芹田Ｂ 櫻ヶ岡

10:15 櫻ヶ岡 - 芹田Ｂ 長野日大 屋代

12:30

13:45 櫻ヶ岡 - 長野日大 ヴィエントＢ 芹田Ｂ

15:00 ヴィエントＢ - 芹田Ｂ 櫻ヶ岡 長野日大

⑨ 6/4 日 小布施 リベルタスＣ

⑩ 6/18 日 小布施 小布施

⑬ 7/29 土 屋代 ヴィエントＢ

⑪ 7/8 土 小布施 小布施

⑮ 8/11 金 屋代 昭和Ｂ

⑫ 7/17 月
犀川第
２グラウ
ンド

信濃・飯綱

⑯ 8/19 土
犀川第
２グラウ
ンド

長野日大

⑭ 7/30 日 屋代 櫻ヶ岡

⑲ 9/9 土 裾花Ｂ 屋代

⑰ 8/20 日 屋代 芹田Ｂ

⑳ 9/23 土 屋代 ヴィエントＢ

⑱ 9/3 日 小布施 長野日大


