
試合時間 試合時間

① 10:00 鷲ノ木 VS スクール 西　部 ジュニオールJ2 プレイフル ① 10:00 西　部 VS 港 プレイフル 知　内 鷲ノ木

② 10:55 西　部 VS ジュニオールJ2 鷲ノ木 フロンティア スクール ② 10:55 プレイフル VS 鷲ノ木 西　部 フロンティア 港

③ 11:50 プレイフル VS スクール フロンティア 鷲ノ木 西　部 ③ 11:50 西　部 VS 知　内 港 ジュニオールJ2 せたな

④ 12:45 フロンティア VS ジュニオールJ2 スクール プレイフル 港 ④ 12:45 フロンティア VS 鷲ノ木 せたな 西　部 港

⑤ 13:40 西　部 VS プレイフル 港 ジュニオールJ2 フロンティア ⑤ 13:40 ジュニオールJ2 VS せたな フロンティア 鷲ノ木 西　部

⑥ 14:35 フロンティア VS 港 プレイフル 西　部 ジュニオールJ2 ⑥ 14:35 知　内 VS プレイフル ジュニオールJ2 せたな フロンティア

⑦ 15:30 フロンティア VS せたな 知　内 プレイフル ジュニオールJ2

試合時間 試合時間

① 10:00 ジュニオールJ2 VS プレイフル フロンティア 西　部 スクール ① 10:00 知　内 VS 鷲ノ木 西　部 せたな 港

② 10:55 フロンティア VS 西　部 ジュニオールJ2 プレイフル せたな ② 10:55 西　部 VS せたな 知　内 港 鷲ノ木

③ 11:50 ジュニオールJ2 VS スクール プレイフル せたな 西　部 ③ 11:50 知　内 VS 港 フロンティア スクール せたな

④ 12:45 プレイフル VS せたな スクール ジュニオールJ2 フロンティア ④ 12:45 フロンティア VS スクール 鷲ノ木 西　部 港

⑤ 13:40 鷲ノ木 VS 港 スクール フロンティア 知　内

対　戦　相　手 審　判 対　戦　相　手 審　判

審　判

Ｂブロック Ｂブロック開場　9：00　6月9日（土）　第3節 開場　9：00　6月10日（日）　第4節会場：八雲町遊楽公園（芝）・八雲町スポーツ公園多目的広場（芝）のどちらか 会場：八雲町遊楽公園（芝）・八雲町スポーツ公園多目的広場（芝）のどちらか

対　戦　相　手 審　判 対　戦　相　手

ＪＦＡ　Ｕ－１２サッカーリーグ２０１８兼東ライオンズ旗争奪第４６回ジュニアサッカー大会

◇　１次リーグ　Bブロック　4月28日（土）～6月30日（土）　試合時間・審判割　◇

Ｂブロック Ｂブロック開場　9：00　4月28日（土）　第1節 開場　9：00　5月6日（日）　第2節会場：鹿部町山村広場多目的グラウンドBコート（芝）　　 会場：八雲町遊楽公園（芝）・八雲町スポーツ公園多目的広場（芝）のどちらか



試合時間 試合時間

① 10:00 知　内 VS せたな スクール 港 ジュニオールJ2 ① 10:00 せたな VS 港 知　内 スクール プレイフル

② 10:55 港 VS スクール 知　内 せたな 鷲ノ木 ② 10:55 知　内 VS スクール せたな プレイフル フロンティア

③ 11:50 知　内 VS ジュニオールJ2 西　部 鷲ノ木 せたな ③ 11:50 フロンティア VS プレイフル スクール せたな ジュニオールJ2

④ 12:45 せたな VS 鷲ノ木 ジュニオールJ2 プレイフル 知　内 ④ 12:45 せたな VS スクール プレイフル 鷲ノ木 港

⑤ 13:40 西　部 VS スクール 鷲ノ木 ジュニオールJ2 プレイフル ⑤ 13:40 ジュニオールJ2 VS 港 鷲ノ木 知　内 スクール

⑥ 14:35 プレイフル VS 港 せたな 西　部 プレイフル ⑥ 14:35 フロンティア VS 知　内 港 ジュニオールJ2 せたな

⑦ 15:30 西　部 VS 鷲ノ木 プレイフル プレイフル 港 ⑦ 15:30 ジュニオールJ2 VS 鷲ノ木 フロンティア 港 知　内

審　判

開場　9：00　６月２３日（土）　第5節 開場　9：00　６月３０日（土）　第６節

ＪＦＡ　Ｕ－１２サッカーリーグ２０１８兼東ライオンズ旗争奪第４６回ジュニアサッカー大会

◇　１次リーグ　Bブロック　4月28日（土）～6月30日（土）　試合時間・審判割　◇

Ｂブロック Ｂブロック

対　戦　相　手 審　判 対　戦　相　手

会場：せたな町立瀬田中学校（芝）・北桧山スポーツ公園（芝）のどちらか 会場：せたな町立瀬田中学校（芝）・北桧山スポーツ公園（芝）のどちらか


