
２００９　道央ブロックカブスリーグＵ－１５　開催日程（6月21日現在） NO.1

日付 曜日 節 主管 会場 キックオフ 主審 Ａ１ Ａ２ 第４

10:00 小樽菁園中 1 ＶＳ 2 サンクＦＣ 滝川明苑中 小樽ジュニア 空知 船田

11:30 小樽ジュニア 10 ＶＳ 0 滝川明苑中 サンクＦＣ 小樽菁園中 サンクＦＣ 船田

栗山ふじA面 10:00 恵庭恵み野中 3 ＶＳ 2 サンクＦＣ 北空知 バーモス 空知地区 バーモス

栗山ふじA面 11:30 バーモス恵庭ＦＣ 10 ＶＳ 0 北空知ＦＣ 恵み野中 サンクFC サンクFC サンクFC

栗山ふじB面 15:00 恵庭恵み野中 18 ＶＳ 0 北空知ＦＣ 明成 バーモス 空知地区 空知地区

栗山ふじA面 15:00 岩見沢明成中 0 ＶＳ 2 バーモス恵庭ＦＣ 北空知 空知地区 空知地区 空知地区

10:00 小樽ジュニア 8 ＶＳ 1 岩見沢明成中 滝川明苑中 小樽菁園中 滝川明苑中 小樽菁園中

11:30 滝川明苑中 1 ＶＳ 2 小樽菁園中 岩見沢明成中 小樽ジュニア 小樽ジュニア 岩見沢明成中

10:00 恵庭恵み野中 5 ＶＳ 1 滝川明苑中 バーモス 小樽ジュニア 小樽ジュニア バーモス

11:30 小樽ジュニア 3 ＶＳ 1 バーモス恵庭ＦＣ 滝川明苑中 恵庭恵み野中 滝川明苑中 千歳地区

10:00 岩見沢明成中 1 ＶＳ 5 恵庭恵み野中 小樽ジュニア サンクＦＣ 小樽ジュニア サンクＦＣ

11:30 小樽菁園中 14 ＶＳ 0 北空知ＦＣ 滝川明苑中 バーモス恵庭 バーモス恵庭 滝川明苑中

13:00 小樽ジュニア 0 ＶＳ 2 サンクＦＣ 岩見沢明成中 恵庭恵み野中 岩見沢明成中 小樽地区

14:30 滝川明苑中 1 ＶＳ 3 バーモス恵庭ＦＣ 北空知ＦＣ 小樽菁園中 小樽菁園中 小樽地区

岩見沢岡山

対戦

5月16日 土 １・２ 空知

5月9日 土 １ 空知

5月17日 日 １・２

5月31日 日 ２

6月6日 土 ３

滝川河川敷北空知

当番チーム　サンクFCくりやま

当番チーム　岩見沢明成中学校

千歳

望洋台

空知

恵庭陸上

6月20日 土 ３・４ 小樽



NO.２

日付 曜日 節 主管 会場 キックオフ 主審 Ａ１ Ａ２ 第４

10:00 小樽ジュニア 24 ＶＳ 0 北空知ＦＣ 恵庭恵み野中 小樽菁園中 小樽菁園中 小樽地区

11:30 小樽菁園中 0 ＶＳ 1 恵庭恵み野中 小樽ジュニア 北空知ＦＣ 小樽ジュニア 小樽地区

10:00 サンクＦＣ ＶＳ バーモス恵庭ＦＣ 北空知ＦＣ 岩見沢明成中 北空知ＦＣ 千歳地区

11:30 岩見沢明成中 ＶＳ 北空知ＦＣ バーモス恵庭 サンクFC バーモス恵庭 サンクFC

13:00

14:30

10:00 小樽菁園中 ＶＳ バーモス恵庭ＦＣ 小樽ジュニア 恵庭恵み野中 小樽ジュニア 千歳地区

11:30 滝川明苑中 ＶＳ 岩見沢明成中 北空知ＦＣ サンクＦＣ バーモス恵庭 バーモス恵庭

13:00 恵庭恵み野中 ＶＳ 小樽ジュニア バーモス恵庭 小樽菁園中 小樽菁園中 バーモス恵庭

14:30 サンクＦＣ ＶＳ 北空知ＦＣ 滝川明苑中 岩見沢明成中 岩見沢明成中 滝川明苑中

10:00 岩見沢明成中 ＶＳ 小樽菁園中 滝川明苑中 サンクＦＣ 北空知地区 滝川明苑中

11:30 サンクＦＣ ＶＳ 滝川明苑中 岩見沢明成中 小樽菁園中 小樽菁園中 岩見沢明成中

13:00

14:30

10:00 岩見沢明成中 ＶＳ サンクＦＣ 北空知ＦＣ 滝川明苑中 滝川明苑中 バーモス恵庭

11:30 小樽ジュニア ＶＳ 小樽菁園中 バーモス恵庭 恵庭恵み野中 バーモス恵庭 バーモス恵庭

13:00 滝川明苑中 ＶＳ 北空知ＦＣ 岩見沢明成中 サンクＦＣ 岩見沢明成中 サンクＦＣ

14:30 恵庭恵み野中 ＶＳ バーモス恵庭ＦＣ 小樽ジュニア 小樽菁園中 小樽ジュニア 小樽菁園中

滝川河川敷

8月22日 土 ７ 千歳 恵庭陸上

7月26日 日 ６ 北空知

恵庭陸上

7月25日 土 ５・６ 千歳 恵庭陸上

7月20日 月 ４・５ 千歳

対戦

6月21日 日 ４・５ 小樽 望洋台


