
節 開催予定日 キックオフ チーム チーム 会場(予定) 担当チーム Ｒ Ａ１ Ａ２ ４ｔｈ
8:30 エルボノス 緑陵中 沼ノ端中 啓北中 啓北中 沼ノ端中
10:00 沼ノ端中 啓北中 エルボノス 緑陵中 緑陵中 エルボノス

11:30 フェリーレ 浦河様似合同 静内中 明倫中 明倫中 静内中
13:00 静内中 明倫中 フェリーレ 浦河様似合同 浦河様似合同 フェリーレ

14:30 青翔中 新冠中 光洋中 静内第三中 静内第三中 光洋中
16:00 光洋中 静内第三中 青翔中 新冠中 新冠中 青翔中

６／２ 10:00 ＡＳＣ３ｒｄ ＡＳＣ２ｎｄ 柏原Ｇ ＡＳＣ ＡＳＣ ＡＳＣ ＡＳＣ ＡＳＣ

14:00 啓北中 ＡＳＣ３ｒｄ フェリーレ ＡＳＣ２ｎｄ ＡＳＣ２ｎｄ フェリーレ

15:30 フェリーレ ＡＳＣ２ｎｄ 啓北中 ＡＳＣ３ｒｄ ＡＳＣ３ｒｄ 啓北中
10:00 沼ノ端中 静内第三中 明倫中 エルボノス エルボノス 明倫中
11:30 緑陵中 新冠中 沼ノ端中 静内第三中 静内第三中 沼ノ端中
13:00 明倫中 エルボノス 緑陵中 新冠中 新冠中 緑陵中
11:00 静内中 光洋中 浦河様似合同 青翔中 青翔中 浦河様似合同

12:30 浦河様似合同 青翔中 静内中 光洋中 光洋中 静内中
12:00 ＡＳＣ２ｎｄ 明倫中 光洋中 フェリーレ フェリーレ 光洋中
13:30 啓北中 緑陵中 ＡＳＣ２ｎｄ 明倫中 明倫中 ＡＳＣ２ｎｄ

15:00 光洋中 フェリーレ 啓北中 緑陵中 緑陵中 啓北中
10:00 青翔中 静内第三中 沼ノ端中 ＡＳＣ３ｒｄ ＡＳＣ３ｒｄ 沼ノ端中
11:30 沼ノ端中 ＡＳＣ３ｒｄ 青翔中 静内第三中 静内第三中 青翔中
10:00 静内中 新冠中 浦河様似合同 エルボノス エルボノス 浦河様似合同

11:30 浦河様似合同 エルボノス 静内中 新冠中 新冠中 静内中
9:30 沼ノ端中 光洋中 明倫中 新冠中 新冠中 明倫中
11:00 明倫中 新冠中 沼ノ端中 光洋中 光洋中 沼ノ端中
12:30 エルボノス 静内中 青翔中 ＡＳＣ２ｎｄ ＡＳＣ２ｎｄ 青翔中
14:00 青翔中 ＡＳＣ２ｎｄ エルボノス 静内中 静内中 エルボノス

10:00 静内第三中 ＡＳＣ３ｒｄ 浦河様似合同 緑陵中 緑陵中 浦河様似合同

11:30 浦河様似合同 緑陵中 静内第三中 ＡＳＣ３ｒｄ ＡＳＣ３ｒｄ 静内第三中

フェリーレ 啓北中 フェリーレ フェリーレ フェリーレ フェリーレ

9:30 光洋中 エルボノス 沼ノ端中 明倫中 明倫中 沼ノ端中
11:00 沼ノ端中 明倫中 光洋中 エルボノス エルボノス 光洋中
12:30 ＡＳＣ３ｒｄ 緑陵中 静内中 ＡＳＣ２ｎｄ ＡＳＣ２ｎｄ 静内中
10:00 静内中 ＡＳＣ２ｎｄ 静内第三中 新冠中 新冠中 静内第三中

11:30 浦河様似合同 啓北中 静内中 ＡＳＣ２ｎｄ ＡＳＣ２ｎｄ 静内中
13:00 静内第三中 新冠中 浦河様似合同 啓北中 啓北中 浦河様似合同

フェリーレ 青翔中 フェリーレ フェリーレ フェリーレ フェリーレ

10:00 ＡＳＣ２ｎｄ 啓北中 浦河様似合同 静内第三中 静内第三中 浦河様似合同

11:30 浦河様似合同 静内第三中 ＡＳＣ２ｎｄ 啓北中 啓北中 ＡＳＣ２ｎｄ

14:00 青翔中 静内中 ＡＳＣ３ｒｄ 明倫中 明倫中 ＡＳＣ３ｒｄ

15:30 ＡＳＣ３ｒｄ 明倫中 青翔中 静内中 静内中 青翔中
10:00 フェリーレ 緑陵中 沼ノ端中 エルボノス エルボノス 沼ノ端中
11:30 光洋中 新冠中 フェリーレ 緑陵中 緑陵中 フェリーレ

13:00 沼ノ端中 エルボノス 光洋中 新冠中 新冠中 光洋中
9:00 青翔中 明倫中 緑陵中 静内中 静内中 緑陵中
10:30 緑陵中 静内中 青翔中 明倫中 明倫中 青翔中
12:00 フェリーレ エルボノス 啓北中 静内第三中 静内第三中 啓北中
13:30 沼ノ端中 浦河様似合同 フェリーレ エルボノス エルボノス フェリーレ

15:00 啓北中 静内第三中 沼ノ端中 浦河様似合同 浦河様似合同 沼ノ端中
10:00 ＡＳＣ２ｎｄ 光洋中 ＡＳＣ３ｒｄ 新冠中 新冠中 ＡＳＣ３ｒｄ

11:30 ＡＳＣ３ｒｄ 新冠中 ＡＳＣ２ｎｄ 光洋中 光洋中 ＡＳＣ２ｎｄ

14:00 ＡＳＣ３ｒｄ 青翔中 沼ノ端中 緑陵中 緑陵中 沼ノ端中
15:30 沼ノ端中 緑陵中 ＡＳＣ３ｒｄ 青翔中 青翔中 ＡＳＣ３ｒｄ

10:00 フェリーレ 静内中 エルボノス 静内第三中 静内第三中 エルボノス

11:30 光洋中 明倫中 フェリーレ 静内中 静内中 フェリーレ

13:00 エルボノス 静内第三中 光洋中 明倫中 明倫中 光洋中
10:00 ＡＳＣ２ｎｄ 浦河様似合同 啓北中 新冠中 新冠中 啓北中
11:30 啓北中 新冠中 ＡＳＣ２ｎｄ 浦河様似合同 浦河様似合同 ＡＳＣ２ｎｄ

緑ヶ丘サッカー場

柏原Ｇ ＡＳＣ

青翔中

啓北中

柏原Ｇ

青翔中

フェリーレ

ＡＳＣ

はだしの広場

緑ヶ丘サッカー場

緑ヶ丘サッカー場 青翔中

光洋中

緑陵中

沼ノ端中

青翔中

アエル

静内中

ＡＳＣ

啓北中

青翔中

浦河様似合同

明倫中

青翔中

緑ヶ丘サッカー場

静内第三中 静内第三中
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10:00 光洋中 ＡＳＣ３ｒｄ 緑陵中 ＡＳＣ２ｎｄ ＡＳＣ２ｎｄ 緑陵中
11:30 緑陵中 ＡＳＣ２ｎｄ 光洋中 ＡＳＣ３ｒｄ ＡＳＣ３ｒｄ 光洋中

静内第三中 フェリーレ フェリーレ フェリーレ フェリーレ フェリーレ フェリーレ

10:00 静内中 沼ノ端中 浦河様似合同 明倫中 明倫中 浦河様似合同

11:30 浦河様似合同 明倫中 静内中 沼ノ端中 沼ノ端中 静内中
10:00 エルボノス 新冠中 青翔中 啓北中 啓北中 青翔中
11:30 青翔中 啓北中 エルボノス 新冠中 新冠中 エルボノス

10:00 浦河様似合同 新冠中 静内第三中 緑陵中 緑陵中 静内第三中

11:30 静内第三中 緑陵中 浦河様似合同 新冠中 新冠中 浦河様似合同

10:00 明倫中 啓北中 光洋中 青翔中 青翔中 光洋中
11:30 光洋中 青翔中 明倫中 啓北中 啓北中 明倫中
10:00 エルボノス ＡＳＣ２ｎｄ 沼ノ端中 フェリーレ フェリーレ 沼ノ端中
11:30 沼ノ端中 フェリーレ エルボノス ＡＳＣ２ｎｄ ＡＳＣ２ｎｄ エルボノス

８／２４ 10:00 静内中 ＡＳＣ３ｒｄ 柏原Ｇ ＡＳＣ 新冠中 フェリーレ フェリーレ 新冠中
８／２４ 11:30 新冠中 フェリーレ 柏原Ｇ ＡＳＣ 静内中 ＡＳＣ３ｒｄ ＡＳＣ３ｒｄ 静内中

10:00 静内中 静内第三中 啓北中 光洋中 光洋中 啓北中
11:30 啓北中 光洋中 静内中 静内第三中 静内第三中 静内中
13:00 緑陵中 明倫中 青翔中 エルボノス エルボノス 青翔中
10:00 青翔中 エルボノス 緑陵中 明倫中 明倫中 緑陵中
11:30 ＡＳＣ２ｎｄ 沼ノ端中 ＡＳＣ３ｒｄ 浦河様似合同 浦河様似合同 ＡＳＣ３ｒｄ

13:00 ＡＳＣ３ｒｄ 浦河様似合同 ＡＳＣ２ｎｄ 沼ノ端中 沼ノ端中 ＡＳＣ２ｎｄ

9:00 光洋中 緑陵中 啓北中 エルボノス エルボノス 啓北中
10:30 啓北中 エルボノス 光洋中 緑陵中 緑陵中 光洋中
12:00 ＡＳＣ２ｎｄ 新冠中 沼ノ端中 青翔中 青翔中 沼ノ端中
13:30 ＡＳＣ３ｒｄ フェリーレ ＡＳＣ２ｎｄ 新冠中 新冠中 ＡＳＣ２ｎｄ

15:00 沼ノ端中 青翔中 ＡＳＣ３ｒｄ フェリーレ フェリーレ ＡＳＣ３ｒｄ

10:00 静内第三中 明倫中 静内中 浦河様似合同 浦河様似合同 静内中
11:30 静内中 浦河様似合同 静内第三中 明倫中 明倫中 静内第三中

10:00 光洋中 浦河様似合同 沼ノ端中 新冠中 新冠中 沼ノ端中
11:30 静内中 啓北中 光洋中 浦河様似合同 浦河様似合同 光洋中
13:00 沼ノ端中 新冠中 静内中 啓北中 啓北中 静内中
10:00 青翔中 緑陵中 フェリーレ 明倫中 明倫中 フェリーレ

11:30 フェリーレ 明倫中 青翔中 緑陵中 緑陵中 青翔中
10:00 静内第三中 ＡＳＣ２ｎｄ ＡＳＣ３ｒｄ エルボノス エルボノス ＡＳＣ３ｒｄ

11:30 ＡＳＣ３ｒｄ エルボノス 静内第三中 ＡＳＣ２ｎｄ ＡＳＣ２ｎｄ 静内第三中
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