
県中 日程表

県中 地区 U-12 １部リーグ

節 日付 開始時刻 ホーム アウェイ 審判 会場

第1節 5月30日 13:00 日和田 エスト 大槻 熱海FBC

第1節 5月30日 13:50 大槻 桑野 日和田 日和田

第2節 5月30日 15:00 大槻 エスト 桑野

第2節 5月30日 15:50 日和田 桑野 エスト

第1節 5月30日 9:00 開成 富田西 柴宮 富田西小

第1節 5月30日 10:00 柴宮 ビアン 開成 富田西

第2節 5月30日 11:30 柴宮 富田西 ビアン

第2節 5月30日 12:30 開成 ビアン 富田西

第3節 5月9日 8:50 桑野 エスト ビアン

第3節 5月9日 9:45 ビアン 富田西 エスト 柴宮

第4節 5月9日 10:40 柴宮 エスト 富田西 （熱海FBC）

第4節 5月9日 11:35 大槻 富田西 柴宮

第3節 5月9日 8:50 柴宮 開成 日和田

第3節 5月9日 9:45 大槻 日和田 開成 開成

第4節 5月9日 10:40 開成 桑野 大槻 （熱海FBC）

第4節 5月9日 11:35 日和田 ビアン 桑野

第5節 6月13日 9:00 ビアン エスト 開成 日和田小

第5節 6月13日 10:00 大槻 開成 ビアン 大槻

第6節 6月13日 11:30 開成 エスト 大槻

第6節 6月13日 12:30 大槻 ビアン エスト

第5節 6月13日 9:00 桑野 富田西 日和田 富田西小

第5節 6月13日 10:00 柴宮 日和田 桑野 桑野

第6節 6月13日 11:30 日和田 富田西 柴宮

第6節 6月13日 12:30 柴宮 桑野 富田西

第7節 6月20日 9:00 柴宮 大槻 桑野 須賀川スポーツ広場

第7節 6月20日 9:50 桑野 ビアン 柴宮 ビアン

第8節 6月20日 11:00 ビアン 柴宮 大槻

第8節 6月20日 11:50 桑野 大槻 ビアン

第7節 6月20日 9:00 富田西 エスト 日和田 日和田小

第7節 6月20日 10:00 日和田 開成 富田西 エスト

第8節 6月20日 11:30 エスト 日和田 開成

第8節 6月20日 12:30 富田西 開成 エスト

第9節 7月11日 9:00 エスト 柴宮 大槻 富田西小

第9節 7月11日 10:00 富田西 大槻 柴宮 富田西

第10節 7月11日 11:30 エスト 大槻 富田西

第10節 7月11日 12:30 富田西 柴宮 エスト
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第9節 7月11日 9:00 ビアン 日和田 開成 仁井田小

第9節 7月11日 10:00 桑野 開成 日和田 ビアン

第10節 7月11日 11:30 ビアン 開成 桑野

第10節 7月11日 12:30 桑野 日和田 ビアン

第11節 9月23日 9:00 エスト 桑野 開成 柴宮小

第11節 9月23日 10:00 開成 柴宮 桑野 桑野

第12節 9月23日 11:30 エスト 開成 柴宮

第12節 9月23日 12:30 桑野 柴宮 エスト

第11節 9月23日 9:00 富田西 ビアン 日和田 日和田小

第11節 9月23日 10:00 日和田 大槻 ビアン 日和田

第12節 9月23日 11:30 富田西 日和田 大槻

第12節 9月23日 12:30 ビアン 大槻 富田西

第13節 10月10日 9:00 開成 日和田 大槻 柴宮小

第13節 10月10日 10:00 大槻 柴宮 日和田 柴宮

第14節 10月10日 11:30 開成 大槻 柴宮

第14節 10月10日 12:30 日和田 柴宮 開成

第13節 10月10日 9:00 エスト ビアン 桑野 富田西小

第13節 10月10日 10:00 富田西 桑野 エスト エスト

第14節 10月10日 11:30 ビアン 桑野 富田西

第14節 10月10日 12:30 エスト 富田西 ビアン


