
八　幡フロンティア VS

久根別

フロンティア

亀田 八幡 浜分

フロンティア

八幡 浜分 港

北斗

久根別 港 亀田

試合時刻 対　戦　相　手

亀　田① １０：００～ サン・スポーツ フロンティア 浜分 八幡

サンスポ 亀田

北斗 サンスポ

港 サンスポ

久根別 八幡

港 フトンティア 北斗 サンスポ 久根別 サンスポ 港

北斗 浜分

浜　分 VS 港 フロンティア 亀田 八幡

サン・スポーツ VS

八　幡 ⑤ １３：４０～サンスポ 浜分 港⑤ １３：４０～ 亀　田 VS

北斗 浜分浜　分 ④ １２：４５～八幡 久根別 亀田 亀　田 VS

北　斗 浜分

④ １２：４５～ サン・スポーツ VS フロンティア サンスポ

久根別 港久根別 ③ １１：５０～港 フロンティア サンスポ サン・スポーツ VS③ １１：５０～ 八　幡 VS

亀田港 フロンティア港 ② １０：５５～亀田 北斗 久根別 浜　分

港 北斗

② １０：５５～ フロンティア VS VS 久根別

サンスポ 浜分北　斗 ① １０：００～フロンティア 港 八幡 亀　田 VS① １０：００～ 亀　田 VS

試合時刻 対　戦　相　手 審判試合時刻 対　戦　相　手

1位ブロック 会場：浜分小学校グランド　　入場　9：00　9月14日

審　　判

⑥ １４：３５～ 八　幡 VS

審　　判

“こくみん共済１２サッカーリーグin”　兼　函館東ライオンズクラブ杯旗　第４３回函館地区ジュニアサッカー大会

◇　2次リーグ　１位ブロック　8月9日（土）～9月27日（土）　試合時間・審判割　◇

1位ブロック 会場：浜分小学校グランド　　入場　9：00　　8月9日 1位ブロック 会場：七重本町グランド　　入場　9：00　　8月23日

審　　判試合時刻 対　戦　相　手

浜　分① １０：００～ 亀　田 VS VS港 北斗 サンスポ

③ １１：５０～ サン・スポーツ VS

② １０：５５～ 北　斗 VS 港 浜　分② １０：５５～ フロンティア VS亀田　 浜分 八幡

八　幡 北　斗③ １１：５０～ 八　幡 VS久根別 港　 北斗

⑤ １３：４０～ 浜　分 VS

④ １２：４５～ 亀　田 VS 久根別 港④ １２：４５～ 久根別 VS浜分サンスポ　 八幡

北　斗 フロンティア⑤ １３：４０～ サン・スポーツ VSフロンティア 亀田 久根別

⑦ １５：３０～ フロンティア VS

亀田

八幡

1位ブロック 会場：七重本町グランド　　入場　9：00　　9月27日

浜分 八幡久根別港　 浜分

浜　分

久根別

港 北斗 フロンティア 八　幡

⑦ １５：３０～ 北　斗 VS

⑥ １４：３５～ VS

⑥ １４：３５～

⑦ １５：３０～

北　斗

⑦ １５：３０～ サン・スポーツ VS

⑥ １４：３５～ フロンティア VS



コラソン 昭和

スクールイエロー

主審 アシスタント

昭和 スクールＵ－12

主審 アシスタント

大野 ジュニオール」Ｊ1

ジュニオールＪ1 プレイフル

今金 プレイフル

スクールＵ－12 コラソン

スクールイエロー 昭和

昭和 昭　和

プレイフル スクールイエロー

コラソン

プレイフル VS 昭　和 今金

今　金 VS

コラソン

試合時刻

スクールイエロー

ジュニオールＪ1 今金

スクールイエロー スクールＵ－12

大野 コラソン

主審 アシスタント対　戦　相　手

会場：根崎グランド　　入場　9：00　　8月23日

今　金スクールイエロー プレイフル今金 コラソン ⑦ １５：３０～

VS スクールU-12コラソン

昭和 ジュニオールＪ１VS

ジュニオールＪ 1 

VS プレイフル ⑤ １３：４０～

スクールイエローVS スクールU-12 ④ １２：４５～コラソン 今金 大　野 VS プレイフル

大野

大野VS スクールイエロー ③ １１：５０～ ジュニオールJ1 VS スクールイエロー プレイフル

スクールＵー12

試合時刻

VS コラソン ② １０：５５～

VS 大　野

対　戦　相　手 対　戦　相　手

スクールＵ－12スクールU-12 ⑦ １５：３０～⑦ 後日 ジュニオールJ1 VS

昭和コラソン ⑥ １４：３５～

スクールイエロー 昭和

⑥ 後日 ジュニオールJ1 VS スクールU-12 プレイフル

⑤ １３：４０～ 今　金 VS 大野昭　和 ⑤ １３：４０～プレイフル スクールイエロー VS

大　野 VS 昭　和スクールイエロー ④ １２：４５～今金 大野④ １２：４５～ プレイフル VS

VS

今　金

VS スクールU-12

VS

コラソン

②

スクールイエロー

スクールU-12

①

対　戦　相　手 主審 アシスタント

スクールＵ－12 プレイフル

プレイフル VS スクールイエロー

VS 今金

１０：５５～

③ １１：５０～ ジュニオールJ１

大野

１０：００～ 大　野大　野 VS① １０：００～

試合時刻

◇　2次リーグ　2位ブロック　8月9日（土）～9月27日（土）　試合時間・審判割　◇

2位ブロック 会場：根崎グランド　　入場　9：00　　8月9日 2位ブロック

“こくみん共済１２サッカーリーグin”　兼　函館東ライオンズクラブ杯旗　第４３回函館地区ジュニアサッカー大会

① １０：００～ ジュニオールJ1

試合時刻

③ １１：５０～ 今　金

② １０：５５～ プレイフル

⑤ １３：４０～ ジュニオールJ1

④ １２：４５～ 昭　和

⑥ １４：３５～ コラソン

⑦ １５：３０～

2位ブロック 会場：根崎グランド　　入場　9：00　　9月14日 2位ブロック 会場：根崎グランド　　入場　9：00　　9月27日

③ １１：５０～ 大野

② １０：５５～

① １０：００～ 大　野

VS 昭　和

今　金 ⑥VS スクールＵ－12

VS スクールU-12

１４：３５～ ジュニオールJ1 VS

コラソン VS 昭　和



せたな

アシスタント

磨光 鷲ノ木

七飯 磨光

旭岡

主審 アシスタント

旭岡 アストーレＡ

せたな 旭岡

鷲ノ木

主審

◇　2次リーグ　3位ブロック　8月9日（土）～9月27日（土）　試合時間・審判割　◇

主審

⑦ １５：３０～ 乙　部 VS 松　前

会場：鷲ノ木小学校　入場　9：00　　8月23日

試合時刻 対　戦　相　手

3位ブロック 会場：鷲ノ木小学校　　入場　9：00　　8月9日 3位ブロック

“こくみん共済１２サッカーリーグin”　兼　函館東ライオンズクラブ杯旗　第４３回函館地区ジュニアサッカー大会

アシスタント試合時刻 対　戦　相　手

せたな① １０：００～ 七　飯 VS 鷲ノ木

② １０：５５～ 乙　部 VS 鷲ノ木 ② １０：５５～

① １０：００～ せたな VS乙部 鷲ノ木

せたな 七飯 旭　岡 VS アストーレA せたな 鷲ノ木

③ １１：５０～ 松　前 VS 旭　岡 ③ １１：５０～ せたな

④ １２：４５～ 磨　光 VS アストーレA ④ １２：４５～

磨光　 アストーレＡ 松　前 磨光七　飯 VS

乙部 せたな

旭岡 松前 せたな VS 磨　光 七飯

松　前 ⑥

松前

⑤ １３：４０～ 七　飯 VS 乙　部 ⑤ １３：４０～

⑥ １４：３５～ 鷲ノ木 VS

アストーレＡ

１５：３０～

七飯 乙部 VS

旭　岡磨光 鷲ノ木 VS

アストーレA１４：３５～ 松　前 鷲ノ木 旭岡

⑦ １５：３０～ 旭　岡　 VS 磨　光 ⑦ 磨　光 松前 アストーレＡ

3位ブロック 会場：せたな　　入場　9：00　　9月14日 3位ブロック 会場：磨光小学校　　入場　9：00　　9月27日

松前 鷲ノ木 乙　部 VS

試合時刻 対　戦　相　手 主審 アシスタント 試合時刻 対　戦　相　手

① １０：００～ せたな VS アストーレA

② １０：５５～ 乙　部 VS アストーレA ② １０：５５～

旭岡 ① せたな VS１０：００～アストーレＡ 乙部

せたな 旭岡 鷲ノ木 VS 磨　光

③ １１：５０～ 松　前 VS 磨　光 ③ １１：５０～乙部 アストーレＡ

④ １２：４５～ 七　飯 VS

七　飯 VS

乙　部 七飯

旭　岡 アストーレＡ

旭　岡 ⑤

せたな VS鷲ノ木 ④ １２：４５～松前 磨光

⑤ １３：４０～ 乙　部 VS 鷲ノ木

１４：３５～七飯

七飯 乙部 せたな

アストーレA 松前⑥旭岡

VS アストーレA

VS 磨　光

１３：４０～ 鷲ノ木

七　飯

松前

⑥ １４：３５～ せたな VS 松　前

アストーレA⑦ １５：３０～ 七　飯 VS



上湯川知　内ジュニオールＪ2

ジュニオールＪ2 プリマ

ジュニオールＪ2 知内

上湯川 アステリスモ

日吉 エストレーラ

アストーレＢ エストレーラ

えさん

主審 アシスタント

会場：えさん小学校　　入場　9：00　　8月23日

主審 アシスタント

“こくみん共済１２サッカーリーグin”　兼　函館東ライオンズクラブ杯旗　第４３回函館地区ジュニアサッカー大会

◇　2次リーグ　4，5位ブロックA　8月9日（土）～9月14日（土）　試合時間・審判割　◇
4，5位リーブA

試合時刻 試合時刻 対　戦　相　手

① １０：００～ 日　吉 VS

主審 アシスタント

会場：えさん小学校　　入場　9：00　　8月9日 4，5位リーブA

えさん 桔梗長万部 ① １０：００～エストレーラ アストーレＢ

対　戦　相　手

日吉 長万部

エストレーラ VS

長万部 VS アストーレB エストレーラ

エストレーラＢ

② １０：５５～ アストーレB VS エストレーラ ② １０：５５～

桔　梗 アストーレＢ

えさん

③ １１：５０～ 桔　梗 VS えさん ③ １１：５０～ 日　吉 VSアストーレＢ エストレーラ 長万部

④ １２：４５～ 日　吉 VS アストーレB 桔梗④ １２：４５～桔梗

エストレーラ ⑤

えさん 日吉えさん 長万部 VS

長万部⑤ １３：４０～ 長万部 VS １３：４０～えさん 日吉

知　内

アストーレB VS 桔　梗

アステリスモ

プリマベーラ

VS

④ １２：４５～ ジュニオールJ2 VS

③ １１：５０～

会場：中央小学校グランド　　入場　9：00　　9月14日

上湯川

上湯川 VS

アシスタント

アステリスモ 知内

プリマ

4，5位リーブA 会場：サンビレッジ森　　入場　9：00　　9月27 日

⑤ １３：４０～ アステリスモ VS

試合時刻 対　戦　相　手

ジュニオールJ2

① １０：００～ 日　吉 VS

長万部 桔梗

えさん

②

桔梗

①

エストレーラ

プリマベーラ アステリスモ

エストレーラ 桔梗

④ １２：４５～

えさん 日吉

③ １１：５０～

② １０：５５～ 長万部 VS

日　吉 VS

アストーレB VS

⑤ １３：４０～ プリマベーラ VS

えさん

アステリスモ

桔　梗

知　内

◇　2次リーグ　4，5位ブロックB　8月9日（土）～８月２３日（土）　試合時間・審判割　◇

⑤

④ １２：４５～

１０：５５～上湯川

ジュニールＪ2 ジュニオールＪ2知　内

主審 アシスタント

アステリスモ プリマベーラ

知内 上湯川ジュニールJ2 VS

１３：４０～ エストレーラ VS

VS

③ １１：５０～ 上湯川 VS

VS プリマベーラ

主審

② １０：５５～ プリマベーラ VS

試合時刻

１０：００～上湯川 ジュニオールJ2

アステリスモ

① １０：００～

4，5位リーブB 会場：中央小学校グランド　　入場　9：00　　8月23日 4，5位リーブB

対　戦　相　手対　戦　相　手 試合時刻


