
会津 日程表

会津 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

8:00 サントスセカンド 会津一箕U11 ACバンビィ

9:00 下郷SSS ACバンビィ サントスサード

10:00 城北セカンド サントスサード 城西SSS

11:00 西会津Jr 城西SSS 会津一箕U11

12:00 下郷SSS 会津一箕U11 西会津Jr

13:00 サントスサード ACバンビィ 下郷SSS

14:00 城北セカンド 城西SSS 喜多方中央

15:00 西会津Jr 喜多方中央 城北セカンド

第3節 10:00 下郷SSS サントスセカンド 喜多方中央 大川緑地北側クレー

第5節 12:00 会津一箕U11 喜多方中央 サントスセカンド

第6節 13:00 喜多方中央 サントスセカンド 下郷SSS

9:00 サントスサード 下郷SSS サントスセカンド

10:00 城西SSS サントスセカンド 城北セカンド

11:00 ACバンビィ 城北セカンド 西会津Jr

12:00 会津一箕U11 西会津Jr 下郷SSS

13:00 城西SSS 下郷SSS 会津一箕U11

第5節 13:00 ACバンビィ 西会津Jr 城北セカンド

第7節 14:00 会津一箕U11 城北セカンド ACバンビィ

9:00 サントスサード サントスセカンド 会津一箕U11

10:00 城西SSS 会津一箕U11 喜多方中央

11:00 ACバンビィ 喜多方中央 西会津Jr

12:00 城北セカンド 西会津Jr サントスサード

13:00 サントスサード 会津一箕U11 ACバンビィ

14:00 ACバンビィ 城西SSS 城北セカンド

15:00 城北セカンド 喜多方中央 城西SSS

9:00 城西SSS サントスサード 喜多方中央

10:00 喜多方中央 下郷SSS 城西SSS

11:00 サントスセカンド 西会津Jr 下郷SSS

12:00 喜多方中央 サントスサード 西会津Jr

13:00 西会津Jr 下郷SSS サントスサード

14:00 サントスセカンド 城北セカンド 会津一箕U11

15:00 会津一箕U11 ACバンビィ サントスセカンド

8:00 喜多方中央 城西SSS サントスサード

9:00 西会津Jr サントスサード ACバンビィ

11:00 サントスセカンド ACバンビィ 城西SSS

12:00 城西SSS 西会津Jr サントスセカンド

13:00 サントスサード 城北セカンド 西会津Jr

9:00 会津一箕U11 サントスセカンド 美里SSS 大川緑地北側クレー

8:00 ACバンビィ 会津一箕U11 サントスセカンド

9:00 城北セカンド サントスセカンド 下郷SSS

10:00 下郷SSS 西会津Jr 喜多方中央

5月29日 大川緑地

南側クレー

第5節

第6節

6月11日
大川ふるさと公園

芝

JFA U-12サッカーリーグ2022福島

第1節

4月24日
大川緑地

南側クレー

第2節

大川緑地

南側クレー

第8節

6月19日
大川緑地

南側クレー

大川緑地

南側クレー

第11節

8月28日

第10節

第4節

6月26日

第3節

第7節

7月10日

第9節
大川緑地

南側クレー7月24日

大川緑地

南側クレー



会津 日程表

会津 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

JFA U-12サッカーリーグ2022福島

11:00 サントスサード 喜多方中央 ACバンビィ

12:00 ACバンビィ サントスセカンド 城北セカンド

13:00 城北セカンド 下郷SSS 西会津Jr

14:00 サントスサード 西会津Jr 城西SSS

15:00 城西SSS 喜多方中央 サントスサード

8:00 喜多方中央 西会津Jr 城北セカンド

9:00 城西SSS 城北セカンド サントスサード

10:00 ACバンビィ サントスサード 城西SSS

11:00 会津一箕U11 下郷SSS ACバンビィ

12:00 喜多方中央 城北セカンド 下郷SSS

13:00 城西SSS ACバンビィ 喜多方中央

14:00 会津一箕U11 サントスサード サントスセカンド

15:00 サントスセカンド 下郷SSS 会津一箕U11

第9節 9:00 下郷SSS 城北セカンド ACバンビィ

第10節 11:00 ACバンビィ 下郷SSS 城北セカンド

第15節 13:00 城北セカンド ACバンビィ 下郷SSS

9:00 西会津Jr 会津一箕U11 サントスセカンド

10:00 サントスセカンド 喜多方中央 城西SSS

11:00 下郷SSS 城西SSS 城北セカンド

12:00 城北セカンド 会津一箕U11 西会津Jr

13:00 西会津Jr サントスセカンド 喜多方中央

14:00 下郷SSS 喜多方中央 サントスサード

15:00 サントスサード 城西SSS 下郷SSS

9:00 喜多方中央 ACバンビィ 会津一箕U11

10:00 会津一箕U11 城西SSS サントスサード

11:00 サントスセカンド サントスサード 喜多方中央

12:00 喜多方中央 会津一箕U11 城西SSS

13:00 サントスセカンド 城西SSS 下郷SSS

14:00 下郷SSS サントスサード サントスセカンド

第17節 12:00 西会津Jr 城北セカンド 城西SSS

第18節 14:00 西会津Jr ACバンビィ サントスセカンド
10月16日

大川緑地

北側クレー

第17節

第18節

10月9日
大川緑地

南側クレー

9月23日

第15節

第11節

8月28日

第12節

第16節

大川緑地

南側クレー

大川緑地

南側クレー

9月19日

大川緑地

南側クレー

第13節

9月11日 さゆり公園 芝

第14節


