
　

試合時刻 対　戦　相　手 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

【　Aブロック　　1次リーグ4月29日（土）～7月4日（土）　　試合時間・審判割　】

第1節 会場：サンビレッジ森　　入場　9：00　　4月29日（水） 第5節 会場：鹿部山村グランド　　入場　9：00　　6月14（日）

対　戦　相　手 審　　判試合時刻

亀田

② １０：５５～ フロンティアU-12 VS ジュニオールJ2 磨光 エストレーラ サン・スポ

① １０：００～ フロンティアU-12 VS 鹿　部 サン・スポ

フロンテｲア エストレーラ１０：５５～ サン・スポB VS 昭　和 鹿部

① １０：００～

②

昭和エストレーラ VS サン・スポB フロンテｲア ジュニオール 大野

サン・スポ

VS 昭　和 乙部

③ １１：５０～ 大　野 VS 磨　光 エストレーラ 昭和 ジュニオール

サン・スポB 大野 乙部 昭和

④

乙部

④ １２：４５～ フロンティアU-12 VS 昭　和 亀田 サン・スポ 磨光

③ １１：５０～ 亀　田 VS 鹿　部 フロンテｲア

大野 亀田１２：４５～ エストレーラ

⑦ １５：３０～ 亀　田 VS

エストレーラ 鹿部

⑥ １４：３５～ 大　野 VS 昭　和 乙部 亀田 フロンテｲア

⑤ １３：４０～ 大　野 VS 乙　部 昭和⑤ １３：４０～ 亀　田 VS

試合時刻 対　戦　相　手 審　　判 試合時刻 対　戦　相　手 審判

第2節 会場：磨光小学校　　入場　9：00　5月9日（土） 第6節 会場：サンビレッジ森　　入場　9：00　6月20（土）

ジュニオールJ2 フロンテｲア 亀田 磨光

② １０：５５～ 昭　和 VS ジュニオールJ2 サン・スポ

ジュニオール フロンテｲア ① １０：００～ 鹿　部 VS① １０：００～ 磨　光 VS サン・スポB 昭和

亀　田 鹿部

ジュニオール 磨光 ③

ジュニオール 大野

③ １１：５０～ フロンティアU-12 VS サン・スポB エストレーラ

磨光 鹿部 ② １０：５５～ フロンティアU-12 VS

ジュニオールJ2 昭和 鹿部 サン・スポ１１：５０～ 磨　光 VS

大野 ジュニオール１３：４０～ 磨　光 VS

④ １２：４５～ エストレーラ VS 鹿　部 フロンテｲア

鹿部 サン・スポ

第3節 会場：亀田小学校　　入場　9：00　　5月10日（日） 第7節 会場：三ビレッジ森　　入場　9：00　　6月21日（日）　

サン・スポ ⑤

サン・スポB 亀田 昭和 磨光

⑤ １３：４０～ フロンティアU-12 VS 乙部 エストレーラ

昭和 乙部 ④ １２：４５～ 大　野 VS

昭　和

①

対　戦　相　手 審　　判

① １０：００～ 昭　和 VS 乙部 大野 鹿部 磨光

試合時刻 対　戦　相　手 審　　判 試合時刻

乙部 エストレーラ１０：００～ 亀　田 VS 昭　和 サン・スポ

③ １１：５０～ 亀　田 VS 磨　光 乙部 ジュニオール エストレーラ

②

大　野 VS ジュニオールJ2 磨光 鹿部 エストレーラ

③

昭和 大野１０：５５～ サン・スポB VS 乙　部 亀田

鹿部 亀田１１：５０～ 大　野 VS エストレーラ 昭和

VS エストレーラ 鹿部 乙部⑤

サン・スポ エストレーラ

⑤ １３：４０～ 亀　田 VS エストレーラ ジュニオール 亀田 大野

④ １２：４５～ 鹿　部 VS 乙　部 フロンテｲア④ １２：４５～

試合時刻 対　戦　相　手 試合時刻 対　戦　相　手 審判

第4節 会場：磨光小学校　　入場　9：00　　6月13日（土） 第8節 会場：鹿部山村グランド　　入場　9：00　　7月4日（土）

② １０：５５～ エストレーラ VS 磨　光 大野

磨光 ジュニオール ①① １０：００～ 大　野 VS 亀　田 エストレーラ

④ １２：４５～ フロンティアU-12 VS

③

大野 乙部

③ １１：５０～ サン・スポB VS ジュニオールJ2 亀田

亀田 フロンテｲア ② １０：５５～ 亀　田 VS

乙　部 大野 フロンテｲア 亀田１１：５０～

VS ジュニオールJ2 磨光

ジュニオール エストレーラ ④ １２：４５～ エストレーラ VS

⑧ １６：２５～ 鹿　部 VS 磨　光

フロンテｲア サン・スポ

磨　光 乙部

大野 乙部

② １０：５５～ 大　野 VS 鹿　部 昭和 乙部 亀田

⑤ １３：４０～ 乙　部

乙　部 昭和 大野 サン・スポ

サン・スポB エストレーラ 乙部 昭和⑤ １３：４０～ 鹿　部 VS

ジュニオールJ2 鹿部 サン・スポ 磨光

磨　光 VS

大　野 亀田 ジュニオール 磨光１０：００～ フロティアU-12

この試合は、5月24日に行います。

⑦ １５：３０～ 鹿　部 VS 昭　和 サン・スポ 乙部 エストレーラ

⑥ １４：３５～ エストレーラ VS 乙　部 昭和 鹿部 ジュニオール

VS

ジュニオールJ2 フロンテｲア

大野１３：４０～ フロンティアU-12


