
3 － 1 3月21日 9:30 フォルテ 二本松三 準備 北信中

1 － 4 3月21日 11:15 北信 ビバーチェ 片付け フォルテ

0 － 12 3月21日 13:00 レグノウァ 大玉 本部/報告 フォルテ

1 － 2 4月28日 9:30 レグノウァ 北信 準備 ビバーチェ

3 － 1 4月28日 11:15 ビバーチェ 二本松三 片付け レグノウァ

4 － 2 4月28日 13:00 フォルテ 大玉 本部/報告 レグノウァ

0 － 2 5月2日 9:30 レグノウァ ビバーチェ 準備 北信中

1 － 0 5月2日 11:15 北信 フォルテ 片付け ビバーチェ

3 － 3 6月9日 9:20 二本松三 北信 本部/報告 フォルテ

1 － 5 6月9日 11:00 レグノウァ ビバーチェ 準備 レグノウァ

12 － 1 6月9日 12:40 ビバーチェ 大玉 片付け レグノウァ

0 － 2 6月9日 14:20 フォルテ レグノウァ 本部/報告 レグノウァ

1 － 1 6月2日 9:30 二本松三 レグノウァ 準備 大玉中

1 － 3 6月2日 11:15 北信 大玉 片付け 二本松三中

3 － 2 6月2日 13:00 ビバーチェ フォルテ 本部/報告 二本松三中

－ 7月27日 13:00 準備

－ 8月12日 9:30 片付け

－ 7月27日 11:15 本部/報告

－ 8月12日 11:15 準備

－ 7月6日 12:20 片付け

－ 7月6日 10:40 本部/報告

－ 7月6日 9:00 準備

－ 9月7日 9:30 片付け

－ 8月12日 13:00 本部/報告

－ 7月27日 9:30 準備

－ 9月7日 11:15 片付け

－ 9月7日 13:00 本部/報告

－ 10月5日 9:30 レグノウァ 二本松三 準備 大玉中

－ 10月5日 11:15 大玉 北信 片付け レグノウァ

－ 10月5日 13:00 フォルテ ビバーチェ 本部/報告 レグノウァ

－ 7月6日 9:00 大玉 北信 準備 大玉

－ 7月6日 10:40 ビバーチェ レグノウァ 片付け ろうきん組

－ 7月6日 12:20 フォルテ フォルテ 本部/報告 レグノウァ

－ 7月27日 9:30 レグノウァ 北信 準備 ビバーチェ

－ 7月27日 11:15 大玉 大玉 片付け ビバーチェ

－ 7月27日 13:00 ビバーチェ ビバーチェ 本部/報告 ビバーチェ

－ 8月12日 9:30 ビバーチェ 北信 準備 二本松三

－ 8月12日 11:15 フォルテ フォルテ 片付け フォルテ

－ 8月12日 13:00 二本松三 二本松三 本部/報告 フォルテ

－ 9月7日 9:30 北信 二本松三 準備 フォルテ

－ 9月7日 11:15 二本松三 大玉 片付け 北信

－ 9月7日 13:00 レグノウァ フォルテ 本部/報告 北信

－ 10月5日 9:30 レグノウァ 二本松三 準備 大玉

－ 10月5日 11:15 大玉 北信 片付け 二本松三

－ 10月5日 13:00 フォルテ ビバーチェ 本部/報告 二本松三

主審 第4審 運営
ホーム アウェー

※審判割り当て、運営担当も変更になっております。ご注意ください。

　2019　福島県U-15県北サッカーリーグ Schedule

2019/7/1

節
対戦カード

期日 時間 試合会場 主審 第4審 運営
ホーム アウェー

第１節

北信中 ビバーチェ2nd 十六沼公園サッカー場人工芝1

大玉中 レグノウァ2nd 十六沼公園サッカー場人工芝1

二本松三中 フォルテ福島 十六沼公園サッカー場人工芝1

第２節

二本松三中 ビバーチェ2nd 十六沼公園サッカー場人工芝2

フォルテ福島 大玉中 十六沼公園サッカー場人工芝2

北信中 レグノウァ2nd 十六沼公園サッカー場人工芝2

第３節

北信中 フォルテ福島 十六沼公園サッカー場人工芝1

大玉中 二本松三中 十六沼公園サッカー場人工芝1

レグノウァ2nd ビバーチェ2nd あづま運動公園補助陸上競技場

第４節

二本松三中 北信中 あづま運動公園補助陸上競技場

フォルテ福島 レグノウァ2nd あづま運動公園補助陸上競技場

ビバーチェ2nd 大玉中 あづま運動公園補助陸上競技場

第５節

北信中 大玉中 いいたてスポーツ公園

ビバーチェ2nd フォルテ福島 いいたてスポーツ公園

二本松三中 レグノウァ2nd いいたてスポーツ公園

第６節

レグノウァ2nd 大玉中 十六沼公園サッカー場人工芝

フォルテ福島 二本松三中 いいたてスポーツ公園

ビバーチェ2nd 北信中 十六沼公園サッカー場人工芝

第７節

ビバーチェ2nd 二本松三中 いいたてスポーツ公園

レグノウァ2nd 北信中 いいたてスポーツ公園

大玉中 フォルテ福島 いいたてスポーツ公園

第８節

ビバーチェ2nd レグノウァ2nd いいたてスポーツ公園

二本松三中 大玉中 十六沼公園サッカー場人工芝

フォルテ福島 北信中 いいたてスポーツ公園

第９節

大玉中 ビバーチェ2nd 十六沼公園サッカー場人工芝

レグノウァ2nd フォルテ福島 十六沼公園サッカー場人工芝

北信中

二本松三中 十六沼公園サッカー場人工芝

二本松三中 十六沼公園サッカー場人工芝

第１０節

大玉中 北信中 いいたてスポーツ公園

フォルテ福島 ビバーチェ2nd いいたてスポーツ公園

レグノウァ2nd

節
対戦カード

期日 時間 試合会場

ビバーチェ2nd レグノウァ2nd いいたてスポーツ公園

大玉中 フォルテ福島 いいたてスポーツ公園

レグノウァ2nd

二本松三中 いいたてスポーツ公園

北信中 いいたてスポーツ公園

ビバーチェ2nd 二本松三中 いいたてスポーツ公園

フォルテ福島 北信中 いいたてスポーツ公園

大玉中 ビバーチェ2nd 十六沼公園サッカー場人工芝

ビバーチェ2nd 北信中 十六沼公園サッカー場人工芝

レグノウァ2nd 大玉中 十六沼公園サッカー場人工芝

第9節

第6節

第７節

第７節

第6節

第6節

フォルテ福島 二本松三中 いいたてスポーツ公園

第8節

第９節

第9節

【7/1付　日程変更版】

第１０節

大玉中 北信中 いいたてスポーツ公園

フォルテ福島 ビバーチェ2nd いいたてスポーツ公園

レグノウァ2nd 二本松三中 いいたてスポーツ公園

第７節

第8節

二本松三中 大玉中 十六沼公園サッカー場人工芝

レグノウァ2nd フォルテ福島 十六沼公園サッカー場人工芝

北信中

第8節


