
フロンテｲア せたな⑦ １５：３０～ プレイフル VS サン・スポA 旭岡

スクール１４：３５～ 旭　岡　 VS せたな プレイフル

⑦ １５：３０～ プレイフル VS せたな フロンテｲア 大野 スクール

⑥ 浜分

旭岡 フロンテｲア

⑥ １４：３５～ スクール VS フロンティアU-12 旭岡 浜分 プレイフル

⑤ １３：４０～ 浜分オレンジ VS スクールフロンテｲア プレイフル

サンスポ 旭岡

⑤ １３：４０～ 浜分オレンジ VS 大　野 プレイフル 旭岡

④ １２：４５～ プレイフル VS フロンティアU-12 スクール

浜分 久根別

④ １２：４５～ プレイフル VS 旭　岡 スクール せたな 大野

③ １１：５０～ 旭　岡 VS サン・スポA 大野

大野 スクール

③ １１：５０～ スクール VS せたな サンスポ 大野 フロンテｲア

② １０：５５～ 浜分オレンジ VS せたな サンスポ

浜分 旭岡

② １０：５５～ 浜分オレンジ VS フロンティアU-12 大野 サンスポ せたな

① １０：００～ スクール VS 大　野 せたな

対　戦　相　手 審判

① １０：００～ 大　野 VS サン・スポA 浜分 フロンテｲア スクール

試合時刻 対　戦　相　手 審　　判 試合時刻

大野 スクール

１０節 会場：根崎グランド　　　入場　９：００　　８月８日　 １２節 会場：旭岡小学校　　　入場　９：００　　９月５日　

⑦ １５：３０～ フロンティアU-12 VS サン・スポA 旭岡

プレイフル サンスポ

⑥ １４：３５～ 大　野 VS せたな 旭岡 フロンティア サンスポ

⑥ １４：３５～ 旭　岡 VS浜分 プレイフル

せたな

⑤ １３：４０～ 旭　岡 VS フロンティアU-12 大野

VS スクール 大野

大　野 せたな

旭岡プレイフル 大野 せたな ⑤ １３：４０～ プレイフル

VS せたな フロンテｲア プレイフル スクール

④ １２：４５～ 浜分オレンジ VS サン・スポA

サンスポ 浜分 フロンティア ④ １２：４５～ サン・スポA

VS フロンティアU-12 サンスポ せたな 浜分

③ １１：５０～ プレイフル VS 大　野

浜分 旭岡 大野 ③ １１：５０～ 大　野

VS 旭　岡 プレイフル 浜分 フロンテｲア

② １０：５５～ フロンティアU-12 VS せたな

フロンティア せたな プレイフル ② １０：５５～ スクール

VS 浜分オレンジ スクール 旭岡 大野

① １０：００～ 浜分オレンジ VS 旭　岡

対　戦　相　手 審　　判

スクール VS サン・スポA ① １０：００～ プレイフル

試合時刻 対　戦　相　手 審　　判 試合時刻

７月12日に行います。

“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部リーグ（1位・2位）　7月18日（土）～9月13日（日）　試合時間・審判割　◇

９節 会場：せたな　　入場　９：００　 ７月１８日　 １１節 会場：根崎グランド　　入場　９：００　　８月３０日　　　



ノースアストーレ VS 港 スクール乙部 ⑦ １５：３０～⑦ １５：３０～ アストーレ VS スクールU-12 桔梗

１４：３５～ 北斗ノース VS スクールU-12 桔梗 ジュニオール

アストーレ 乙部

⑥ １４：３５～ 桔　梗 VS 乙　部 エストレーラ ジュニオール ⑥

ノース ⑤ １３：４０～ ジュニオールJ1 VS 桔　梗⑤ １３：４０～ ジュニオールJ1 VS エストレーラ アストーレ

１２：４５～ アストーレ VS 乙　部 港 ノース

スクール ジュニオール

④ １２：４５～ アストーレ VS 北斗ノース スクール 桔梗 ④

ジュニオール ③ １１：５０～ 北斗ノース VS 港③ １１：５０～ 桔　梗 VS スクールU-12 乙部

１０：５５～ ジュニオールJ1 VS スクールU-12 エストレーラ 桔梗

ジュニオール スクール

② １０：５５～ ジュニオールJ1 VS 乙　部 港 エストレーラ ②

乙部 ① １０：００～ 桔　梗 VS エストレーラ

試合時刻 対　戦　相　手 主審 アシスタント

① １０：００～ エストレーラ VS 港 ジュニオール

試合時刻 対　戦　相　手 主審 アシスタント

エストレーラ ノース

１０節 会場：サンビレッジ森　　入場　９：００　　８月８日　　 １２節 会場：サンビレッジ森　　入場　９：００　　９月５日　　

乙部 ⑦ １５：３０～ 乙　部

アストーレ 桔梗

VS 港⑥ １４：３５～ エストレーラ VS スクールU-12 北斗

ジュニオール ⑥ １４：３５～ 北斗ノース VS エストレーラ⑤ １３：４０～ 北斗ノース VS 乙部 港

１３：４０～ アストーレ VS 桔　梗 港 スクール

乙部 エストレーラ

④ １２：４５～ ジュニオールJ1 VS 港 アストーレ エストレーラ ⑤

乙部 ④ １２：４５～ 港 VS スクールU-12③ １１：５０～ アストーレ VS エストレーラ スクール

１１：５０～ エストレーラ VS 乙　部 ノース 桔梗

ジュニオール アストーレ

② １０：５５～ 乙　部 VS スクールU-12 ジュニオール ノース ③

スクール ② １０：５５～ 　桔　梗 VS 北斗ノース① １０：００～ ジュニオールJ1 VS 北斗ノース 乙部

１０：００～ アストーレ VS ジュニオールJ1 桔梗 ノース

試合時刻 対　戦　相　手 主審 アシスタント

桔　梗 VS 港 ①

試合時刻 対　戦　相　手 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　2部リーグ（3位・4位）　7月18日（土）～9月13日（日）　試合時間・審判割　◇

９節 会場：サンビレッジ森　　入場　９：００　　７月１８日　　 １１節 会場：サンビレッジ森　　入場　９：００　　８月３０日　　

７月12日に行います。



フロンテｲア 久根別昭和 ⑦ １５：３０～ CORAZON VS 日　吉⑦ １５：３０～ CORAZON VS 久根別 八雲

④ １２：４５～ フロンティアグレー VS 昭　和 日吉 知内

③ １１：５０～

⑥ １４：３５～ フロンティアグレー VS

⑦ １５：３０～ 昭　和 VS

ジュニオールJ2 CORAZON 八雲

⑤ １３：４０～ ジュニオールJ2 VS 久根別 フロンティア 昭和 日　吉 ジュニオール フロンテｲア

会場：鹿部山村グランドAコート　　入場　９：００　　８月８日　　 １４節 会場：鹿部山村グランドAコート　　入場　９：００　　９月５日　　

試合時刻 対　戦　相　手 主審 アシスタント 試合時刻 対　戦　相　手 主審 アシスタント

① １０：００～ ジュニオールJ2 VS 日　吉 ジュニオール 昭和 ① １０：００～ 八　雲 VS ジュニールJ2 知内 久根別

② １０：５５～ 知　内 VS 昭　和 日吉 ジュニオール ② １０：５５～ 知　内 VS 久根別 ジュニオール 八雲

③ １１：５０～ 八　雲 VS 久根別 昭和 知内 ③ １１：５０～ フロンティアグレー VS 日　吉 久根別 知内

④ １２：４５～ CORAZON VS フロンティアグレー 久根別 八雲 ④ １２：４５～ CORAZON VS 昭　和 日吉 フロンテｲア

⑤ １３：４０～ 知　内 VS ジュニオールJ2 CORAZON フロンテｲア ⑤ １３：４０～ 知　内 VS 八　雲 CORAZON 昭和

⑥ １４：３５～ 八　雲 VS 昭　和 ジュニオール 知内 ⑥ １４：３５～ フロンティアグレー VS 久根別 八雲 知内

日吉 久根別ジュニオール ⑤ １３：４０～ CORAZON VS 八　雲知　内 VS 日　吉 久根別

１２：４５～ 日　吉④７月12日に行います。

フロンティア知内

VS 久根別 昭和 ジュニオール

フロンテｲア 八雲② １０：５５～ 昭　和 VS 久根別

CORAZON VS ジュニオールJ2

八　雲 VS フロンティアグレー 知内 CORAZON

③ １１：５０～ ジュニオールJ2 VS 昭　和

フロンテｲア

① １０：００～ 知　内 VS フロンティアグレー 昭和 久根別 ② １０：５５～

１０：００～ CORAZON VS 知　内７月12日に行います。 八雲

対　戦　相　手 主審 アシスタント

八　雲 VS 日　吉 ①

試合時刻 対　戦　相　手 主審 アシスタント 試合時刻

“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　2部リーグ（5位・6位）　7月18日（土）～9月13日（日）　試合時間・審判割　◇

１１節 会場：鹿部山村グランドAコート　　入場　９：００　　７月１８日　　 １３節 会場：鹿部山村グランドAコート　　入場　９：００　　８月３０日　　

１２節



今金 ①

⑥

試合時刻 対　戦　相　手 主審主審 アシスタント

１４：３５～

アシスタント

① １０：００～ 鷲ノ木 VS 八　幡 えさん

試合時刻 対　戦　相　手

“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部リーグ（7位・8位）　7月18日（土）～9月13日（日）　試合時間・審判割　◇

１１節 会場：浜分小学校　　入場　９：００　　７月１８日　　 １３節 会場：浜分小学校　　入場　９：００　　８月３０日　　

亀　田 浜分 鷲ノ木今　金 VS 磨　光 八幡 えさん ⑥

VS

① １０：００～

１４：３５～ 今　金 VS

② １０：５５～ 磨　光 八幡

⑦ １５：３０～ 亀　田 VS 上湯川

えさん

鷲ノ木 VS 亀　田

アシスタント 試合時刻 対　戦　相　手

１３：４０～ 浜分レッド VS 鷲ノ木 八幡 上湯川

磨光 亀田

⑤ １３：４０～ えさん VS 八　幡 浜分 亀田 ⑤

磨光 ④ １２：４５～ 八　幡 VS 上湯川④ １２：４５～ 浜分レッド VS 亀　田 上湯川

１１：５０～ 亀　田 VS 磨　光 今金 鷲ノ木

えさん 浜分

③ １１：５０～ 磨　光 VS 上湯川 今金 えさん ③

八幡 ② １０：５５～ 鷲ノ木 VS 今　金② １０：５５～ えさん VS 今　金 鷲ノ木

１０：００～ 浜分レッド VS えさん 鷲ノ木 今金

磨光 今金 ⑦ １５：３０～ 磨　光 VS 八　幡 亀田 今金

１２節 会場：浜分小学校　　入場　９：００　　８月８日　　 １４節 会場：浜分小学校　　入場　９：００　　９月５日　　

試合時刻 対　戦　相　手 主審 主審 アシスタント

亀　田 VS 八　幡 えさん 磨光 ① えさん 上湯川１０：００～

鷲ノ木

③ １１：５０～ 鷲ノ木 VS 上湯川 昭和

亀田 ② １０：５５～

今　金 VS 八　幡

VS 上湯川 亀田えさん

上湯川 鷲ノ木 ④

知内 ③ １１：５０～

磨　光 八幡 今金

上湯川 えさん

④ １２：４５～ 浜分レッド VS 今　金

今金 ⑤ １３：４０～

１２：４５～ 浜分レッド VS

⑤ １３：４０～ えさん VS 亀　田 浜分 えさん VS

１４：３５～ 今　金 VS えさん

浜分 磨光鷲ノ木

今金

⑥ １４：３５～ 鷲ノ木 VS 磨光 亀田

上湯川 鷲ノ木

えさん 上湯川 鷲ノ木⑥

VS 八　幡⑦ １５：３０～ 上湯川磨光 浜分レッド⑦ １５：３０～ 浜分レッド VS



プリマ 七飯鹿部 ⑤ １３：４０～ 鹿　部 VS 松　前⑤ １３：４０～ サン・スポB VS 七　飯 プリマ

“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　5部リーグ（8位・10位）　7月18日（土）～9月13日（日）　試合時間・審判割　◇

１１節 会場：鹿部山村グランドBコート　　入場　９：００　　７月１８日　　 １３節 会場：鹿部山村グランドBコート　　入場　９：００　　８月３０日　　

試合時刻 対　戦　相　手 主審 アシスタント 試合時刻 対　戦　相　手 主審 アシスタント

① １０：００～ サン・スポB VS 鹿　部 プリマ 松前 ① １０：００～ プリマ VS 松　前 サンスポ 鹿部

② １０：５５～ 七　飯 VS 松　前 鹿部 サンスポ ② １０：５５～ 七　飯 VS 鹿　部 松前 プリマ

③ １１：５０～ サン・スポB VS プリマ 松前 七飯 ③ １１：５０～ サン・スポB VS プリマ 鹿部 七飯

④ １２：４５～ 七　飯 VS 鹿　部 サンスポ プリマ ④ １２：４５～ 七　飯 VS 松　前 プリマ サンスポ

⑤ １３：４０～ プリマ VS 松　前 七飯 鹿部 ⑤ １３：４０～ サン・スポB VS 鹿　部 七飯 松前

１２節 会場：鹿部山村グランドBコート　　入場　９：００　　８月８日　　 １４節 会場：鹿部山村グランドBコート　　入場　９：００　　９月５日　　

試合時刻 対　戦　相　手 主審 アシスタント 試合時刻 対　戦　相　手 主審 アシスタント

① １０：００～ 鹿　部 VS 松　前 サンスポ 七飯 ① １０：００～ サン・スポB VS 七　飯 松前 鹿部

② １０：５５～ 七　飯 VS プリマ 鹿部 松前 ② １０：５５～ 鹿　部 VS プリマ 七飯 サンスポ

③ １１：５０～ サン・スポB VS 松　前 七飯 プリマ ③ １１：５０～ サン・スポB VS 松　前 鹿部 プリマ

④ １２：４５～ 鹿　部 VS プリマ 松前 サンスポ ④ １２：４５～ 七　飯 VS プリマ サンスポ 松前


