
本部

6月8日 (土) 6月8日 (土)

試合時間 試合時間

9:30 栃木SC AS栃木 今市アルシオーネ 足利UTD 10:00 アネーロ ウーヴァSC プログレッソ佐野 ともぞう

11:30 今市アルシオーネ 足利UTD FC栃木 スポルト 12:00 プログレッソ佐野 ともぞう アネーロ ウーヴァSC

13:30 FC栃木 スポルト 栃木SC AS栃木 １３：３５（FM） アネーロ ウーヴァSC

１５：０５（FM） FC栃木 スポルト １４：３５（FM） プログレッソ佐野 ともぞう

6月8日 (土)

試合時間 試合時間

11:30（FM) 栃木SC AS栃木

13：30（FM) 今市アルシオーネ 足利UTD

6月15日 (土) 6月15日 (土)

試合時間 試合時間

9:30 今市アルシオーネ アネーロ ともぞうSC 足利UTD 10:00 FC栃木 栃木SC スポルト プログレッソ佐野

11:30 ともぞうSC 足利UTD ウーヴァ ＡＳ栃木 12:00 スポルト プログレッソ佐野 FC栃木 栃木SC

13:30 ウーヴァ ＡＳ栃木 今市アルシオーネ アネーロ １３：３５（FM） FC栃木 栃木SC

１５：０５（FM） ウーヴァ ＡＳ栃木 １４：３５（FM） スポルト プログレッソ佐野

6月16日 (日) 6月16日 (日)

試合時間 試合時間

9:30 スポルト 足利UTD 栃木SC プログレッソ佐野 10:00 ともぞうSC 今市アルシオーネ AS栃木 アネーロ

11:30 栃木SC プログレッソ佐野 ウーヴァ ＦＣ栃木 12:00 AS栃木 アネーロ ともぞうSC 今市アルシオーネ

13:30 ウーヴァ ＦＣ栃木 スポルト 足利UTD １３：３５（FM） ともぞうSC 今市アルシオーネ

１５：０５（FM） ウーヴァ ＦＣ栃木 １４：３５（FM） AS栃木 アネーロ

6月29日 (土) (金)

試合時間 試合時間

9:30 FC栃木 AS栃木 今市アルシオーネ スポルト 10:00

11:30 今市アルシオーネ スポルト ウーヴァSC プログレッソ佐野 12:00

13:30 ウーヴァSC プログレッソ佐野 FC栃木 AS栃木 １３：３５（FM）

１５：０５（FM） ウーヴァSC プログレッソ佐野 １４：３５（FM）

6月29日 (土) (金)

試合時間 試合時間

11:30（FM) FC栃木 AS栃木
13：30（FM) 今市アルシオーネ スポルト

7月6日 (土) 7月6日 (土)

試合時間 試合時間

10:00 足利UTD ウーヴァSC プログレッソ佐野 ＡＳ栃木 10:00 今市アルシオーネ 栃木ＳＣ ともぞうＳＣ スポルト
12:00 プログレッソ佐野 ＡＳ栃木 足利UTD ウーヴァSC 12:00 ともぞうＳＣ スポルト 今市アルシオーネ 栃木ＳＣ

１３：３５（FM） 足利UTD ウーヴァSC １３：３５（FM） 今市アルシオーネ 栃木ＳＣ
１４：３５（FM） プログレッソ佐野 ＡＳ栃木 １４：３５（FM） ともぞうＳＣ スポルト

7月13日 (土) 7月13日 (土)

試合時間 試合時間
10:00 栃木SC ともぞうSC 足利UTD AS栃木 10:00 ウーヴァ 今市アルシオーネ プログレッソ佐野 FC栃木
12:00 足利UTD AS栃木 栃木SC ともぞうSC 12:00 プログレッソ佐野 FC栃木 ウーヴァ 今市アルシオーネ

１３：３５（FM） 栃木SC ともぞうSC １３：３５（FM） ウーヴァ 今市アルシオーネ
１４：３５（FM） 足利UTD AS栃木 １４：３５（FM） プログレッソ佐野 FC栃木

7月20日 (土) 7月20日 (土)

試合時間 試合時間
9:30 プログレッソ佐野 アネーロ FC栃木 足利UTD 10:00 栃木SC スポルト ともぞう ウーヴァ
11:30 FC栃木 足利UTD 今市アルシオーネ ＡＳ栃木 12:00 ともぞう ウーヴァ 栃木SC スポルト
13:30 今市アルシオーネ ＡＳ栃木 プログレッソ佐野 アネーロ １３：３５（FM） 栃木SC スポルト

１５：０５（FM） 今市アルシオーネ ＡＳ栃木 １４：３５（FM） ともぞう ウーヴァ

7月27日 (土) 7月27日 (土)

試合時間 試合時間
10:00 FC栃木 今市アルシオーネ AS栃木 ともぞうSC 9:30 アネーロ 栃木ＳＣ 足利UTD プログレッソ佐野

12:00 AS栃木 ともぞうSC FC栃木 今市アルシオーネ 11:30 足利UTD プログレッソ佐野 スポルト ウーヴァ
１３：３５（FM） FC栃木 今市アルシオーネ 13:30 スポルト ウーヴァ アネーロ 栃木ＳＣ
１４：３５（FM） AS栃木 ともぞうSC １５：０５（FM） スポルト ウーヴァ

※関東クラブユース準決勝

当該

当該 当該

審判

※関東クラブユース４日目。

※関東クラブユース５日目。

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該 当該

後期５節（１４節） 後期５節（１４節）
石井１ 日光西川運動場サッカー場

当該

当該 当該

後期７節（１６節） 後期７節（１６節）
栃木多目的 大平運動公園クレー

対戦相手 対戦相手 審判

石井３ 石井４

後期４節（１３節）①

後期６節（１５節） 後期６節（１５節）

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該

ＦＭ

石井５

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該

当該

平出 日光西川運動場サッカー場

石井４

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該 当該

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該

当該

当該

高円宮杯U-15サッカーリーグ2013ユースリーグ栃木　１部後期

FMは２５－５－２５
後期１節（１０節）

石井５ 佐野多目的

後期１節（１０節）

ＦＭ

石井６

当該

対戦相手

対戦左ホーム　右アウェイ

審判 対戦相手 審判

当該 当該

当該

後期２節（１１節） 後期２節（１１節）

平出 佐野多目的

対戦相手 審判 対戦相手

当該 当該

審判

後期３節（１２節） 後期３節（１２節）

対戦相手 審判 対戦相手

当該

審判

当該
当該 当該

当該

後期８節（１７節） 後期８節（１７節）
栃木多目的 柳田緑地

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該



本部

高円宮杯U-15サッカーリーグ2013ユースリーグ栃木　１部後期

FMは２５－５－２５対戦左ホーム　右アウェイ

8月24日 (土) (金)

試合時間
10:00 AS栃木 スポルト プログレッソ佐野 今市アルシオーネ

12:00 プログレッソ佐野 今市アルシオーネ AS栃木 スポルト
１３：３５（FM） AS栃木 スポルト
１４：３５（FM） プログレッソ佐野 今市アルシオーネ 当該

後期９節（１８節）＆後期５節
日光市丸山公園Ｇ

当該

対戦相手 審判


