
県南 日程表

県南 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 4月13日 9:00 岩瀬 棚倉 岩瀬

第1節 4月13日 9:55 天栄 小野 天栄 会場

第1節 4月13日 10:50 常葉 Carrera2nd 常葉 岩瀬総合G

第1節 4月13日 11:45 近津 矢吹２nd 近津 運営・設営

第2節 4月13日 12:40 岩瀬 天栄 岩瀬 岩瀬FC

第2節 4月13日 13:35 常葉 棚倉 常葉

第2節 4月13日 14:30 近津 小野 近津

第2節 4月13日 15:25 矢吹２nd Carrera2nd 矢吹２nd

第3節 4月20日 9:00 岩瀬 常葉 岩瀬

第3節 4月20日 9:55 Carrera2nd 小野 近津 会場

第3節 4月20日 10:50 矢吹２nd 常葉 矢吹２nd 棚倉町営グランド

第3節 4月20日 11:45 Carrera2nd 天栄 Carrera2nd 運営・設営

第4節 4月20日 12:40 岩瀬 近津 岩瀬 棚倉FC

第4節 4月20日 13:35 矢吹２nd 棚倉 矢吹２nd

第4節 4月20日 14:30 近津 天栄 近津

第4節 4月20日 15:25 小野 棚倉 小野

第5節 6月9日 9:00 岩瀬 矢吹２nd 岩瀬

第5節 6月9日 9:55 Carrera2nd 近津 Carrera2nd 会場

第5節 6月9日 10:50 小野 常葉 小野 小野町営グランド

第5節 6月9日 11:45 棚倉 天栄 棚倉 運営・設営

第6節 6月9日 12:40 岩瀬 Carrera2nd 岩瀬 小野FC

第6節 6月9日 13:35 小野 矢吹２nd 小野

第6節 6月9日 14:30 棚倉 近津 棚倉

第6節 6月9日 15:25 天栄 常葉 天栄

第7節 9月7日 9:00 岩瀬 小野 岩瀬

第7節 9月7日 9:55 棚倉 Carrera2nd 棚倉 会場

第7節 9月7日 10:50 天栄 矢吹２nd 天栄 表郷総合グランド

第7節 9月7日 11:45 常葉 近津 常葉 運営・設営

第8節 9月7日 12:40 棚倉 岩瀬 棚倉 FC Carrera2nd

第8節 9月7日 13:35 小野 天栄 小野

第8節 9月7日 14:30 Carrera2nd 常葉 Carrera2nd

第8節 9月7日 15:25 矢吹２nd 近津 矢吹２nd

第9節 9月14日 9:00 天栄 岩瀬 天栄

第9節 9月14日 9:55 棚倉 常葉 棚倉 会場

第9節 9月14日 10:50 小野 近津 小野 天栄村農村運動広場

第9節 9月14日 11:45 Carrera2nd 矢吹２nd Carrera2nd

第10節 9月14日 12:40 常葉 岩瀬 常葉 運営・設営

第10節 9月14日 13:35 天栄 近津 天栄 天栄SSS

第10節 9月14日 14:30 棚倉 矢吹２nd 棚倉

第10節 9月14日 15:25 小野 Carrera2nd 小野

第11節 9月16日 9:00 近津 岩瀬 近津

第11節 9月16日 9:55 常葉 矢吹２nd 常葉 会場

第11節 9月16日 10:50 天栄 Carrera2nd 天栄 田村市陸上競技場
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第11節 9月16日 11:45 棚倉 小野 棚倉 運営・設営

第12節 9月16日 12:40 矢吹２nd 岩瀬 矢吹２nd 常葉SSS

第12節 9月16日 13:35 近津 Carrera2nd 近津

第12節 9月16日 14:30 常葉 小野 常葉

第12節 9月16日 15:25 天栄 棚倉 天栄

第13節 10月5日 9:00 Carrera2nd 岩瀬 Carrera2nd

第13節 10月5日 9:55 矢吹２nd 小野 矢吹２nd 会場

第13節 10月5日 10:50 近津 棚倉 近津 小野町営グランド

第13節 10月5日 11:45 常葉 天栄 常葉

第14節 10月5日 12:40 小野 岩瀬 小野 運営・設営

第14節 10月5日 13:35 Carrera2nd 棚倉 Carrera2nd 小野FC

第14節 10月5日 14:30 矢吹２nd 天栄 矢吹２nd

第14節 10月5日 15:25 近津 常葉 近津


