
Ｕ１２－２－３

NO キックオフ 主審 副審 副審

1 9:00 さちが丘ＦＣ 公田ＳＣ Ｎ２ＳＣ 六ッ川 エルフィンズ

2 9:40 Ｎ２ＳＣ 六ッ川ＳＣ さちが丘 公田 エルフィンズ

3 10:20 エルフィンズＦＣ さちが丘ＦＣ 六ッ川 Ｎ２ＳＣ 公田

4 11:00 公田ＳＣ Ｎ２ＳＣ エルフィンズさちが丘 六ッ川

5 11:40 六ッ川ＳＣ エルフィンズＦＣ 公田 Ｎ２ＳＣ さちが丘

6 12:20 坂本ＳＣ 若葉台ＦＣ 鴨志田一 みずき 飯島

7 13:00 鴨志田第一ＦＣ みずきＳＣ 坂本 若葉台 飯島

8 13:40 飯島ＦＣ 坂本ＳＣ みずき 鴨志田一 若葉台

9 14:20 みずきＳＣ 若葉台ＦＣ 飯島 坂本 鴨志田一

10 15:00 飯島ＦＣ 鴨志田第一ＦＣ 若葉台 みずき 坂本

Ｕ１２－２－３

ＮＯ キックオフ 主審 副審 副審

1 10:40 さちが丘ＦＣ Ｎ２ＳＣ 公田 エルフィンズ 六ッ川

2 11:20 公田ＳＣ エルフィンズＦＣ さちが丘 六ッ川 Ｎ２ＳＣ

3 12:00 六ッ川ＳＣ さちが丘ＦＣ エルフィンズ Ｎ２ＳＣ 公田

4 12:40 Ｎ２ＳＣ エルフィンズＦＣ 六ッ川 さちが丘 公田

5 13:20 公田ＳＣ 六ッ川ＳＣ Ｎ２ＳＣ エルフィンズさちが丘

6 14:00 鴨志田第一ＦＣ 若葉台ＦＣ 飯島 みずき 坂本

7 14:40 飯島ＦＣ みずきＳＣ 坂本 鴨志田一 若葉台

8 15:20 坂本ＳＣ 鴨志田第一ＦＣ みずき 若葉台 飯島

9 16:00 飯島ＦＣ 若葉台ＦＣ 鴨志田一 坂本 みずき

10 16:40 みずきＳＣ 坂本ＳＣ 若葉台 飯島 鴨志田一

Ｕ１２－２－３

ＮＯ キックオフ 主審 副審 副審

1 9:00 さちが丘ＦＣ みずきＳＣ Ｎ２ＳＣ 公田 坂本

2 9:40 公田ＳＣ 坂本ＳＣ さちが丘 みずき Ｎ２ＳＣ

3 10:20 Ｎ２ＳＣ 若葉台ＦＣ 公田 エルフィンズ 六ッ川

4 11:00 六ッ川ＳＣ 鴨志田第一ＦＣ 坂本 飯島 エルフィンズ

5 11:40 エルフィンズＦＣ 飯島ＦＣ 六ッ川 鴨志田一 若葉台
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１５－５－１５９月１８日（祝）　横浜わかば学園

予選リーグ

第３回　Ｕ１２サッカーリーグｉｎ神奈川（後期）

予選リーグ

９月１０日（日）　横浜わかば学園 １５－５－１５

予選リーグ

９月９日（土）　横浜わかば学園 １５－５－１５

兼　第４９回横浜国際チビッ子サッカー大会



Ｕ１２－２－３

NO キックオフ 主審 副審 副審

1 10:40 みずきＳＣ 六ッ川ＳＣ Ｎ２ＳＣ 若葉台 鴨志田一
2 11:20 Ｎ２ＳＣ 鴨志田第一ＦＣ 若葉台 みずき 六ッ川
3 12:00 六ッ川ＳＣ 若葉台ＦＣ 鴨志田一エルフィンズ みずき
4 12:40 Ｎ２ＳＣ みずきＳＣ さちが丘 六ッ川 公田
5 13:20 エルフィンズＦＣ 鴨志田第一ＦＣ 六ッ川 飯島 Ｎ２ＳＣ
6 14:00 公田ＳＣ 若葉台ＦＣ みずき 坂本 Ｎ２ＳＣ
7 14:40 さちが丘ＦＣ 飯島ＦＣ エルフィンズ鴨志田一 坂本
8 15:20 坂本ＳＣ エルフィンズＦＣ 飯島 公田 さちが丘
9 16:00 公田ＳＣ 飯島ＦＣ 坂本 さちが丘エルフィンズ
10 16:40 さちが丘ＦＣ 坂本ＳＣ 公田 若葉台 飯島

Ｕ１２－２－３

ＮＯ キックオフ 主審 副審 副審

1 さちが丘ＦＣ 鴨志田第一ＦＣ 若葉台 公田 みずき
2 公田ＳＣ みずきＳＣ 鴨志田一 さちが丘 Ｎ２ＳＣ
3 Ｎ２ＳＣ 坂本ＳＣ みずき さちが丘 公田
4 さちが丘ＦＣ 若葉台ＦＣ Ｎ２ＳＣ エルフィンズ鴨志田一
5 公田ＳＣ 鴨志田第一ＦＣ さちが丘 若葉台 飯島
6 エルフィンズＦＣ みずきＳＣ 公田 六ッ川 鴨志田一
7 Ｎ２ＳＣ 飯島ＦＣ 坂本 みずき 六ッ川
8 六ッ川ＳＣ 坂本ＳＣ 飯島 Ｎ２ＳＣ エルフィンズ
9 エルフィンズＦＣ 若葉台ＦＣ 六ッ川 飯島 坂本
10 六ッ川ＳＣ 飯島ＦＣ エルフィンズ 坂本 若葉台

予選リーグ

９月２４日（日）　横浜わかば学園 １５－５－１５

予選リーグ

１０月？日（？）　横浜わかば学園 １５－５－１５


