
備考 期　　日 試合会場 主審 副審（生徒可） 運営責任チーム

8月17日(土) 名取十三塚公園陸上競技場 リアンリール 塩竃Ⅲ 塩釜 リアンリール

リアンリールB 塩竃Ⅲ 当該 リアンリール

8月18日(日) リアンリール リアンリール ラソス 当該 リアンリール

リアンリールB ラソスB 当該 リアンリール

8月24日(土) 石巻フットボールフィールド 14:00 15:15 矢本一 リアンリール 当該 矢本一

15:15 16:15 矢本一B 25分ハーフ リアンリール 当該 矢本一

8月25日(日) 石巻フットボールフィールド 9:00 10:15 矢本一 女川・青葉 ラソス 矢本一

10:15 11:00 矢本一B 15分ハーフ ラソスB 当該 矢本一

11:00 12:15 女川・青葉 ラソス 矢本一 矢本一

12:15 13:00 矢本一B 15分ハーフ ラソスB 当該 矢本一

13:00 14:15 矢本一 ラソス 女川・青葉 矢本一

変更 9月7日(土) 9:00 10:15 矢本一 YMCA 当該 矢本一

変更 10:15 11:00 矢本一B 15分ハーフ YMCAB 当該 矢本一

変更 11:00 12:15 河南東 住吉 当該 河南東

変更 12:15 13:15 YMCA 河南東 当該 河南東

変更 13:15 14:15 YMCA 住吉 当該 住吉

9月7日(土) 渡波中学校 9:00 10:30 渡波 蛇田 塩竃Ⅲ 渡波

10:30 12:00 塩竃Ⅲ 蛇田 渡波 渡波

12:00 13:30 渡波 塩竃Ⅲ 蛇田 渡波

9月8日(日) 女川第二多目的 9:00 10:15 矢本一 塩竃Ⅲ 矢本一 矢本一

10:15 11:00 矢本一B 15分ハーフ 塩竃Ⅲ 当該 矢本一

11:00 12:15 矢本一 蛇田 塩竃Ⅲ 矢本一

12:15 13:00 矢本一B 15分ハーフ 蛇田B 当該 矢本一

13:00 14:15 ラソス 塩竃Ⅲ 蛇田 蛇田

14:15 15:00 ラソスB 15分ハーフ 塩竃Ⅲ 当該 蛇田

15:00 16:15 ラソス 蛇田 ラソス 蛇田

16:15 17:00 ラソスB 15分ハーフ 蛇田B 当該 蛇田

変更 9月14日(土) 河南東 9:00 10:15 河南東 蛇田 当該 河南東

変更 10:15 11:15 河南東B 蛇田B 当該 河南東

9月14日(土) 渡波中学校 9:00 10:30 渡波 住吉 リアンリール 渡波

10:30 12:00 リアンリール 住吉 渡波 渡波

12:00 13:30 渡波 リアンリール 住吉 渡波

9月15日(日) 河南東 9:00 10:30 河南東 リアンリール 女川・青葉 河南東

10:30 12:00 リアンリール 女川・青葉 河南東 河南東

12:00 13:30 河南東 女川・青葉 リアンリール 河南東

9月16日(月) 女川第二多目的 9:00 10:15 矢本一 台原 当該 矢本一

MJ青葉ブロック 10:15 11:15 矢本一B 25分ハーフ 台原B 当該 矢本一

12:00 13:30 塩竃Ⅲ 女川・青葉 住吉 女川・青葉

13:30 14:45 塩竃Ⅲ 住吉 女川・青葉 女川・青葉

14:45 16:00 住吉 女川・青葉 塩竃Ⅲ 女川・青葉

変更 9月29日(日) 河南東 10:00 11:30 河南東 塩竃Ⅲ 当該 河南東

9月29日(日) 未定 9:00 10:30 矢本一 住吉 当該 矢本一

10:30 12:00 矢本一 渡波 当該 矢本一

MJ青葉ブロック 12:00 13:30 台原 エボルティーボ 当該 矢本一

13:30 15:00 エボルティーボ 矢本一 当該 矢本一

10月5日(土) 渡波中学校 9:00 10:30 渡波 女川・青葉 蛇田 渡波

10:30 12:00 蛇田 女川・青葉 渡波 渡波

12:00 13:30 渡波 ラソス 女川・青葉 渡波

変更 10月5日(土) 未定 未定 河南東 矢本一 矢本一 河南東

変更 河南東B 矢本一B 当該 河南東

10月12日(土) 蛇田中学校 9:00 10:30 蛇田 リアンリール リアンリール 蛇田

10:30 12:00 蛇田B リアンリールB 当該 蛇田

12:00 13:30 蛇田 住吉 住吉 蛇田

変更 10月13日(日) 河南東中学校 9:00 10:30 河南東 渡波 渡波 河南東

変更 10:30 12:00 ラソス 住吉 河南東 河南東

変更 12:00 13:30 河南東 ラソス ラソス 河南東

練習試合

MJ3部石巻ブロック日程表　　

試合時刻 対戦カード

当該チームで連絡を
取り合って決めて下
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石巻フットボールフィールド
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