
試合時間 試合時間

① 10:00 アスルクラロ VS 松　前 ノース せたな 旭　岡 ① 10:00 せたな VS プレイフル スクール ノース 旭　岡

② 10:55 せたな VS ノース アスルクラロ 松　前 桔　梗 ② 10:55 スクール VS ノース プレイフル せたな 松　前

③ 11:50 旭　岡 VS 桔　梗 せたな アスルクラロ 松　前 ③ 11:50 旭　岡 VS 松　前 ノース プレイフル せたな

④ 12:45 ジュニオールJ1 VS ノース スクール 桔　梗 せたな ④ 12:45 ジュニオールJ1 VS せたな 旭　岡 ノース アスルクラロ

⑤ 13:40 スクール VS 桔　梗 フェアネス ノース ジュニオールJ1 ⑤ 13:40 スクール VS アスルクラロ ジュニオールJ1 せたな 桔　梗

⑥ 14:35 旭　岡 VS フェアネス 桔　梗 スクール プレイフル ⑥ 14:35 桔　梗 VS 松　前 アスルクラロ フェアネス スクール

⑦ 15:30 スクール VS ジュニオールJ1 旭　岡 プレイフル フェアネス ⑦ 15:30 ジュニオールJ1 VS フェアネス 桔　梗 松　前 アスルクラロ

⑧ 16:25 プレイフル VS フェアネス ジュニオールJ1 旭　岡 スクール ⑧ 16:25 桔　梗 VS アスルクラロ フェアネス ジュニオールJ1 松　前

試合時間 試合時間

① 10:00 スクール VS フェアネス 旭　岡 アスルクラロ ノース ① 9:30 ノース VS 桔　梗 スクール 松　前 アスルクラロ

② 10:55 旭　岡 VS アスルクラロ スクール フェアネス プレイフル ② 10:25 スクール VS 松　前 ノース 桔　梗 プレイフル

③ 11:50 フェアネス VS ノース フェアネス スクール アスルクラロ ③ 11:20 プレイフル VS アスルクラロ せたな ノース スクール

④ 12:45 スクール VS プレイフル ノース 松　前 ジュニオールJ1 ④ 12:15 せたな VS 桔　梗 ジュニオールJ1 アスルクラロ 松　前

⑤ 13:40 旭　岡 VS ジュニオールJ1 アスルクラロ フェアネス プレイフル ⑤ 13:10 旭　岡 VS プレイフル 桔　梗 フェアネス せたな

⑥ 14:35 ノース VS 松　前 ジュニオールJ1 プレイフル スクール ⑥ 14:05 ジュニオールJ1 VS アスルクラロ 旭　岡 プレイフル フェアネス

⑦ 15:30 ジュニオールJ1 VS プレイフル 松　前 ノース 旭　岡 ⑦ 15:00 せたな VS フェアネス アスルクラロ ジュニオールJ1 旭　岡

Ｂブロック 会場：フットボールパーク　　入場　8：00　6月18日（土）　第4節　

対　戦　相　手 審　判 対　戦　相　手 審　判

“こくみん共済U-１２サッカーリーグin”　兼　函館東ライオンズクラブ杯旗　第４４回函館地区ジュニアサッカー大会

◇　１次リーグ　○ブロック　４月２９日（金）～７月２３日（土）　試合時間・審判割　◇

Ｂブロック 会場：北斗市運動公園自由広場　　入場　9：00　4月29日（金）　第1節 Ｂブロック 会場：函館市立旭岡小学校　　入場　9：00　5月7日（土）　第2節　

対　戦　相　手 審　判 対　戦　相　手 審　判

Ｂブロック 会場：根崎グラン　　入場　8：00　6月11日（土）　第3節　



試合時間 試合時間

① 10:00 ジュニオールJ1 VS 桔　梗 スクール せたな フェアネス ① 9:30 プレイフル VS 桔　梗 せたな プレイフル アスルクラロ

② 10:55 スクール VS せたな ジュニオールJ1 フェアネス 桔　梗 ② 10:25 せたな VS アスルクラロ ノース 桔　梗 松　前

③ 11:50 フェアネス VS 桔　梗 せたな スクール 旭　岡 ③ 11:20 プレイフル VS ノース せたな アスルクラロ 桔　梗

④ 12:45 旭　岡 VS せたな フェアネス 桔　梗 ジュニオールJ1 ④ 12:15 せたな VS 松　前 フェアネス ジュニオールJ1 スクール

⑤ 13:40 フェアネス VS 松　前 桔　梗 ノース プレイフル ⑤ 13:10 フェアネス VS アスルクラロ 旭　岡 ノース ジュニオールJ1

⑥ 14:35 旭　岡 VS ノース 松　前 プレイフル せたな ⑥ 14:05 ジュニオールJ1 VS 松　前 スクール 旭　岡 アスルクラロ

⑦ 15:30 プレイフル VS 松　前 ノース アスルクラロ フェアネス ⑦ 15:00 スクール VS 旭　岡 ジュニオールJ1 松　前 フェアネス

⑧ 16:25 ノース VS アスルクラロ プレイフル 旭　岡 松　前

“こくみん共済U-１２サッカーリーグin”　兼　函館東ライオンズクラブ杯旗　第４４回函館地区ジュニアサッカー大会

対　戦　相　手 審　判 対　戦　相　手 審　判

◇　１次リーグ　○ブロック　４月２９日（金）～７月２３日（土）　試合時間・審判割　◇

Ｂブロック 会場：北斗市運動公園自由広場　　入場　9：00　7月2日（土）　第5節　 Ｂブロック 会場：フットボールパーク　　入場　8：00　7月23日（土）　第6節　


