
節 月　日 (    ) 時間 会　場

9:00 豊野中豊野中豊野中豊野中 0000 ---- 1111 バロＡバロＡバロＡバロＡ

10:15 ----

11:30 豊野中豊野中豊野中豊野中 1111 ---- 1111 若穂中若穂中若穂中若穂中

12:45 バロＡバロＡバロＡバロＡ 3333 ---- 0000 中野平中中野平中中野平中中野平中

9:00 リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ 0000 ---- 4444 バロＡバロＡバロＡバロＡ

10:15 中野平中中野平中中野平中中野平中 0000 ---- 2222 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中

11:30 若穂中若穂中若穂中若穂中 1111 ---- 4444 トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

12:45 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中 0000 ---- 2222 バロＡバロＡバロＡバロＡ

14:00 リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ 0000 ---- 5555 トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

9:00 ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ 0000 ---- 3333 豊野中豊野中豊野中豊野中

10:15 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ 3333 ---- 0000 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ

11:30 中野平中中野平中中野平中中野平中 0000 ---- 1111 若穂中若穂中若穂中若穂中

12:45 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ 1111 ---- 0000 ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ

14:00 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ 0000 ---- 1111 豊野中豊野中豊野中豊野中

9:00 バロＡバロＡバロＡバロＡ ---- ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ

10:15 豊野中豊野中豊野中豊野中 ---- 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱

11:30 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ ---- リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ

12:45 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中 ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

14:00 若穂中若穂中若穂中若穂中 ---- 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ

9:00 中野平中中野平中中野平中中野平中 ---- 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ

10:15 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ ---- 若穂中若穂中若穂中若穂中

11:30 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱 ---- 中野平中中野平中中野平中中野平中

12:45 若穂中若穂中若穂中若穂中 ---- バロＡバロＡバロＡバロＡ

14:00 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ ---- 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱

9:00 豊野中豊野中豊野中豊野中 ---- 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中

10:15 ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

11:30 リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ ---- 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中

12:45 ----

14:00 ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ ---- リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ

9:00 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱 ---- 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ

10:15 豊野中豊野中豊野中豊野中 ---- リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ

11:30 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ ---- 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中

12:45 ----

14:00 ----

9:00 中野平中中野平中中野平中中野平中 ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

10:15 若穂中若穂中若穂中若穂中 ---- ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ

11:30 トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ ---- 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ

12:45 ----

14:00 ----
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9:00 バロＡバロＡバロＡバロＡ ---- 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ

10:15 豊野中豊野中豊野中豊野中 ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

11:30 バロＡバロＡバロＡバロＡ ---- 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱

12:45 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

14:00 ----

9:00 中野平中中野平中中野平中中野平中 ---- ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ

10:15 リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ ---- 若穂中若穂中若穂中若穂中

11:30 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中 ---- ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ

12:45 リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ ---- 中野平中中野平中中野平中中野平中

14:00 若穂中若穂中若穂中若穂中 ---- 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中

9:00 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ ---- リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ

10:15 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱 ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

11:30 豊野中豊野中豊野中豊野中 ---- 中野平中中野平中中野平中中野平中

12:45 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱 ---- リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ

14:00 ----

9:00 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中 ---- 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱

10:15 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ ---- 中野平中中野平中中野平中中野平中

11:30 若穂中若穂中若穂中若穂中 ---- 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱

12:45 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ ---- 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中

9:00 バロＡバロＡバロＡバロＡ ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

10:15 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱 ---- ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ

11:30 バロＡバロＡバロＡバロＡ ---- 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ

12:45 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ ---- 豊野中豊野中豊野中豊野中

14:00 ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ ---- 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ

9:00 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱 ---- バロＡバロＡバロＡバロＡ

10:15 豊野中豊野中豊野中豊野中 ---- ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ

11:30 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

12:45 中野平中中野平中中野平中中野平中 ---- 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ

14:00 若穂中若穂中若穂中若穂中 ---- リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ

9:00 ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ ---- 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中

10:15 豊野中豊野中豊野中豊野中 ---- リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ

11:30 ----

12:45 ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ ---- リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ

14:00 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中 ---- 豊野中豊野中豊野中豊野中

9:00 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ ---- 若穂中若穂中若穂中若穂中

10:15 中野平中中野平中中野平中中野平中 ---- 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ

11:30 ----

12:45 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ ---- 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ

14:00 中野平中中野平中中野平中中野平中 ---- 若穂中若穂中若穂中若穂中

9:00 バロＡバロＡバロＡバロＡ ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

10:15 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱 ---- 中野平中中野平中中野平中中野平中

11:30 若穂中若穂中若穂中若穂中 ---- 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ

12:45 ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ ---- 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ

14:00 リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ ---- 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中
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節 月　日 (    ) 時間 会　場

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2019長野　北信3部Ａ

日程及び試合結果

組合せ

9:00 バロＡバロＡバロＡバロＡ ---- 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ

10:15 豊野中豊野中豊野中豊野中 ---- 中野平中中野平中中野平中中野平中

11:30 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中 ---- 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ

12:45 リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

14:00 ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ ---- 若穂中若穂中若穂中若穂中

9:00 ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ ---- 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱

10:15 豊野中豊野中豊野中豊野中 ---- 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ

11:30 ----

12:45 豊野中豊野中豊野中豊野中 ---- 若穂中若穂中若穂中若穂中

14:00 ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ ---- 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ

9:00 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中 ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

10:15 中野平中中野平中中野平中中野平中 ---- リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ

11:30 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

12:45 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中 ---- 中野平中中野平中中野平中中野平中

14:00 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ ---- リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ

9:00 バロＡバロＡバロＡバロＡ ---- 若穂中若穂中若穂中若穂中

10:15 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱 ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

11:30 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中 ---- 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ

12:45 ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ ---- 中野平中中野平中中野平中中野平中

14:00 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱 ---- リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ

9:00 ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

10:15 豊野中豊野中豊野中豊野中 ---- バロＡバロＡバロＡバロＡ

11:30 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ ---- リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ

12:45 豊野中豊野中豊野中豊野中 ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

14:00 バロＡバロＡバロＡバロＡ ---- 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ

9:00 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱 ---- 豊野中豊野中豊野中豊野中

10:15 バロＡバロＡバロＡバロＡ ---- ヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢヴィエントＢ

11:30 若穂中若穂中若穂中若穂中 ---- 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱

12:45 中野平中中野平中中野平中中野平中 ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

14:00 バロＡバロＡバロＡバロＡ ---- 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中

9:00 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱 ---- 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ

10:15 若穂中若穂中若穂中若穂中 ---- トゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡトゥラウムＡ

11:30 戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ戸上中Ｂ ---- 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱

12:45 豊野中豊野中豊野中豊野中 ---- 芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ芹田Ｃ

14:00 若穂中若穂中若穂中若穂中 ---- 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中

9:00 バロＡバロＡバロＡバロＡ ---- リベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣリベルタスＣ

10:15 信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱信濃・飯綱 ---- 長野日大中長野日大中長野日大中長野日大中

11:30 バロＡバロＡバロＡバロＡ ---- 中野平中中野平中中野平中中野平中

12:45 ----

14:00 ----
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１０月２７日（日） 中野平中


