
県中 日程表

県中 地区 U-12 ２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28日 9:00 ビアンコーネ2 大槻 薫

第1節 5月28日 10:00 薫 ブリジャン ビアンコーネ2 薫

第2節 5月28日 12:00 薫 大槻 ブリジャン 熱海サッカー

第2節 5月28日 13:00 ビアンコーネ2 ブリジャン 大槻 ラグビー場

第1節 5月28日 9:00 開成 リベルタ ブレイヴ守山

第1節 5月28日 11:00 ブレイヴ守山 リベルタ 開成 ブレイブ守山

第2節 5月28日 12:00 ブレイヴ守山 開成 リベルタ 熱海サッカー

第2節 9月19日 10:00 赤木 リベルタ ブレイヴ守山 ラグビー場

第3節 6月18日 9:00 ブリジャン 大槻 赤木

第3節 6月18日 10:00 ブレイヴ守山 赤木 大槻 ブリジャン

第4節 6月18日 12:00 ブレイヴ守山 大槻 ブリジャン 熱海サッカー

第4節 6月18日 13:00 赤木 ブリジャン ブレイヴ守山 ラグビー場

第3節 6月18日 9:30 薫 ビアンコーネ2 リベルタ

第3節 6月18日 10:30 リベルタ 開成 薫 ビアンコーネ

第4節 6月18日 12:30 ビアンコーネ2 リベルタ 開成 空港G

第4節 6月18日 13:30 薫 開成 ビアンコーネ2

第5節 7月10日 9:00 リベルタ 大槻 赤木

第5節 7月10日 9:00 薫 赤木 リベルタ 大槻

第6節 7月10日 11:00 赤木 大槻 薫 熱海サッカー

第6節 7月10日 11:00 薫 リベルタ 大槻 ラグビー場

第5節 7月10日 9:00 ブリジャン 開成 ブレイヴ守山

第5節 7月10日 10:00 ブレイヴ守山 ビアンコーネ2 開成 ビアンコーネ

第6節 7月10日 12:00 ビアンコーネ2 開成 ブリジャン 空港G

第6節 7月10日 13:00 ブレイヴ守山 ブリジャン ビアンコーネ2

第7節 8月11日 9:00 ブリジャン リベルタ 薫

第7節 9月19日 9:00 ブレイヴ守山 薫 赤木 リベルタ

第8節 9月19日 11:00 リベルタ ブレイヴ守山 薫

第8節 8月11日 13:00 ブリジャン 薫 リベルタ

第7節 8月11日 9:00 開成 大槻 赤木

第7節 8月11日 10:00 ビアンコーネ2 赤木 大槻 ビアンコーネ

第8節 8月11日 12:00 大槻 ビアンコーネ2 開成

第8節 8月11日 13:00 開成 赤木 赤木

第9節 9月4日 9:00 大槻 ブレイヴ守山 開成

第9節 9月4日 10:00 開成 薫 大槻 大槻

第10節 9月4日 12:00 大槻 薫 ブレイヴ守山

第10節 9月4日 13:00 開成 ブレイヴ守山 薫

第9節 9月4日 9:00 リベルタ ビアンコーネ2 ブリジャン

第9節 9月19日 12:00 ブリジャン 赤木 リベルタ ビアンコーネ

第10節 9月4日 12:00 リベルタ 赤木 ビアンコーネ2
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第10節 9月4日 13:00 ブリジャン ビアンコーネ2 赤木

第11節 9月10日 9:00 大槻 ブリジャン 赤木

第11節 9月10日 10:00 赤木 ブレイヴ守山 ブリジャン ブリジャン

第12節 9月10日 12:00 大槻 赤木 ブレイヴ守山

第12節 9月10日 13:00 ブリジャン ブレイヴ守山 大槻

第11節 10月2日 9:00 赤木 開成 薫

第11節 9月10日 10:00 ビアンコーネ2 薫 開成 薫

第12節 10月2日 11:00 開成 ビアンコーネ2 リベルタ

第12節 9月10日 12:00 リベルタ 薫 ビアンコーネ2

第13節 10月8日 9:00 赤木 ビアンコーネ2 ビアンコーネ2

第13節 10月8日 10:00 薫 ブレイヴ守山 赤木

第14節 10月8日 12:00 赤木 薫 ブレイヴ守山 ブレイブ守山

第14節 10月8日 13:00 ビアンコーネ2 ブレイヴ守山 薫

第13節 10月8日 9:00 大槻 リベルタ 開成

第13節 10月8日 10:00 開成 ブリジャン リベルタ リベルタ

第14節 10月8日 12:00 リベルタ ブリジャン 大槻

第14節 10月8日 13:00 大槻 開成 ブリジャン


