
県南 日程表

県南 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 4月9日 9:00 レガッテ ﾌﾞﾘｰｵ カレラ

第1節 4月9日 9:55 カレラ ファイブ 白河 会場

第1節 4月9日 11:10 浅川 矢吹 浅川 表郷総合グランド

第1節 4月9日 12:05 白河 棚倉 白河

第2節 4月9日 12:05 レガッテ カレラ 棚倉 設営・運営

第2節 4月9日 13:00 浅川 ﾌﾞﾘｰｵ レガッテ FC Carrera

第2節 4月9日 13:55 白河 ファイブ 浅川

第2節 4月9日 14:50 棚倉 矢吹 カレラ

第3節 4月16日 9:00 レガッテ 浅川 レガッテ

第3節 4月16日 9:00 白河 カレラ 白河 会場

第3節 4月16日 9:55 棚倉 ﾌﾞﾘｰｵ 棚倉 しらさかの森

第3節 4月16日 9:55 矢吹 ファイブ 矢吹 多目的グランド

第4節 4月16日 11:45 レガッテ 白河 レガッテ 設営・運営

第4節 4月16日 11:45 棚倉 浅川 棚倉 白河FC

第4節 4月16日 12:40 矢吹 カレラ 矢吹

第4節 4月16日 12:40 ファイブ ﾌﾞﾘｰｵ ファイブ

第5節 6月11日 9:00 レガッテ 棚倉 レガッテ

第5節 6月11日 9:00 矢吹 白河 矢吹 会場

第5節 6月11日 9:55 ファイブ 浅川 ファイブ 須賀川市民

第5節 6月11日 9:55 ﾌﾞﾘｰｵ カレラ ﾌﾞﾘｰｵ スポーツ広場

第6節 6月11日 11:45 レガッテ 矢吹 レガッテ

第6節 6月11日 11:45 ファイブ 棚倉 ファイブ 設営・運営

第6節 6月11日 12:40 ﾌﾞﾘｰｵ 白河 ﾌﾞﾘｰｵ FC ブリーオ

第6節 6月11日 12:40 カレラ 浅川 カレラ

第7節 6月18日 9:00 レガッテ ファイブ レガッテ

第7節 6月18日 9:00 ﾌﾞﾘｰｵ 矢吹 ﾌﾞﾘｰｵ 会場

第7節 6月18日 9:55 カレラ 棚倉 カレラ 棚倉町営

第7節 6月18日 9:55 浅川 白河 浅川 グランド

第8節 6月18日 11:45 ﾌﾞﾘｰｵ レガッテ ﾌﾞﾘｰｵ

第8節 6月18日 11:45 ファイブ カレラ ファイブ 設営・運営

第8節 6月18日 12:40 矢吹 浅川 矢吹 棚倉FC

第8節 6月18日 12:40 棚倉 白河 棚倉

第9節 7月9日 9:00 カレラ レガッテ カレラ

第9節 7月9日 9:00 ﾌﾞﾘｰｵ 浅川 ﾌﾞﾘｰｵ 会場

第9節 7月9日 9:55 ファイブ 白河 ファイブ 須賀川市民

第9節 7月9日 9:55 矢吹 棚倉 矢吹 スポーツ広場

第10節 7月9日 11:45 浅川 レガッテ 浅川

第10節 7月9日 11:45 カレラ 白河 カレラ 設営・運営

第10節 7月9日 12:40 ﾌﾞﾘｰｵ 棚倉 ﾌﾞﾘｰｵ FC ブリーオ

第10節 7月9日 12:40 ファイブ 矢吹 ファイブ

第11節 9月10日 9:00 白河 レガッテ 白河

第11節 9月10日 9:00 浅川 棚倉 浅川 会場

第11節 9月10日 9:55 カレラ 矢吹 カレラ 石川町母畑

第11節 9月10日 9:55 ﾌﾞﾘｰｵ ファイブ ﾌﾞﾘｰｵ レイクサイド

JFA U-12サッカーリーグ2022福島



県南 日程表

県南 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

JFA U-12サッカーリーグ2022福島

第12節 9月10日 11:45 棚倉 レガッテ 棚倉

第12節 9月10日 11:45 白河 矢吹 白河 設営・運営

第12節 9月10日 12:40 浅川 ファイブ 浅川 FC Regate

第12節 9月10日 12:40 カレラ ﾌﾞﾘｰｵ カレラ

第13節 10月1日 9:00 矢吹 レガッテ 矢吹

第13節 10月1日 9:00 棚倉 ファイブ 棚倉 会場

第13節 10月1日 9:55 白河 ﾌﾞﾘｰｵ 白河 浅川町営グランド

第13節 10月1日 9:55 浅川 カレラ 浅川

第14節 10月1日 11:45 ファイブ レガッテ 浅川 設営・運営

第14節 10月1日 11:45 矢吹 ﾌﾞﾘｰｵ 矢吹 浅川SSS

第14節 10月1日 12:40 棚倉 カレラ 棚倉

第14節 10月1日 12:40 白河 浅川 白河


