
本部

試合時間 試合時間

10:00 ともぞうSC 氏家中学校 FC栃木 ウイングスSC 10:00 ヴェルディSS小山 今市中学校 ファイターズ ともぞう

12:15 FC栃木 ウイングスSC ともぞうSC 氏家中学校 FM ともぞうSC ファイターズ

FM ともぞうSC 氏家中学校 FM ヴェルディSS小山 今市中学校

FM FC栃木 ウイングスSC

試合時間 試合時間 審判

10:00 ともぞうSC 矢板SC 氏家中学校 スポルト 10:00 FC栃木 ファイターズ ヴェルディー ウイングスSC

12:15 氏家中学校 スポルト宇都宮 ともぞう 矢板 12:15 ヴェルディSS小山 ウイングスSC FC栃木 ファイターズ

FM ともぞうSC 矢板SC FM FC栃木 プログレッソ佐野

氏家中学校 スポルト宇都宮 FM ヴェルディSS小山 ウイングスSC

試合時間 試合時間

10:00 ウイングスSC 矢板SC スポルト ファイターズ 10:00 姿川中学校 モランゴ プログレッソ 今市中学校

12:15 スポルト宇都宮 ファイターズ ウイングスSC 矢板SC 12:15 プログレッソ佐野 今市中学校 姿川中学校 モランゴ

FM ウイングスSC 矢板SC FM 姿川中学校 モランゴ

FM スポルト宇都宮 ファイターズ FM プログレッソ佐野 今市中学校

試合時間 試合時間

9:30 プログレッソ佐野 氏家中学校 FC栃木 ファイターズ

11:45 ヴェルディSS小山 矢板SC プログレッソ佐野 氏家中学校

14:00 FC栃木 ファイターズ ヴェルディー小山 矢板SC FM

FM

試合時間 試合時間

10:00 ファイターズ 氏家中学校 ともぞうSC ウイングスSC 10:00 FC栃木 矢板SC ヴェルディー スポルト

12:15 ともぞうSC ウイングスSC ファイターズ 氏家中学校 12:15 ヴェルディSS小山 スポルト宇都宮 FC栃木 矢板SC

FM ファイターズ 氏家中学校 FM FC栃木 矢板SC

FM ともぞうSC ウイングスSC FM ヴェルディSS小山 スポルト宇都宮

試合時間 試合時間

10:00 足利UTD イデア真岡 今市中学校 氏家中学校 10:00

12:15 今市中学校 氏家中学校 足利UTD イデア真岡 12:00

FM 足利UTD イデア真岡 FM

FM 今市中学校 氏家中学校 FM

試合時間 試合時間

10:00 ともぞうSC FC栃木 ファイターズ ヴェルディー 14:00 今市中学校 矢板SC プログレッソ ウイングスSC

12:15 ファイターズ ヴェルディSS小山 ともぞう FC栃木 16:15 プログレッソ佐野 ウイングスSC 今市中学校 矢板SC

FM ともぞうSC FC栃木

FM ファイターズ ヴェルディSS小山

試合時間 試合時間

10:00 FC栃木 今市中学校 ウイングスSC 氏家中学校 10:00 ヴェルディSS小山 プログレッソ佐野 ともぞうSC スポルト

12:15 ウイングスSC 氏家中学校 FC栃木 今市中学校 12:15 ともぞう スポルト ヴェルディー プログレッソ

FM FC栃木 今市中学校 FM ヴェルディSS小山 プログレッソ佐野

FM ウイングスSC 氏家中学校 FM ともぞう スポルト

試合時間 試合時間

9:30 市貝中 大内中 ファイターズ 矢板SC 10:00

11:30 イデア モランゴ 市貝中 大内中 12:00

13:30 ファイターズ 矢板SC イデア モランゴ FM

FM FM

試合時間 試合時間

10:00 ともぞうSC プログレッソ佐野 ともぞうSC プログレッソ 9:30 ウーヴァFC アネーロ モランゴ 大内中

12:15 ヴェルディSS小山 FC栃木 ヴェルディー FC栃木 11:30 モランゴ 大内中 ｳｲﾝｸﾞｽ 今市中学校

FM ともぞうSC プログレッソ佐野 13:30 ｳｲﾝｸﾞｽ 今市中学校 ウーヴァFC アネーロ

FM ヴェルディSS小山 FC栃木 FM

試合時間 試合時間

13:15 スポルト宇都宮 今市中学校 ともぞうSC ファイターズ 10:00 FC栃木 氏家中学校 プログレッソ 矢板SC

15:00 ともぞうSC ファイターズ スポルト 今市中学校 12:15 プログレッソ佐野 矢板SC FC栃木 氏家中学校

FM FC栃木 氏家中学校

FM プログレッソ佐野 矢板SC

試合時間 試合時間

10:00 スポルト宇都宮 氏家中学校 ともぞうSC 今市中学校 9:30 スポルト宇都宮 矢板SC FC栃木 プログレッソ佐野

12:15 ともぞうSC 今市中学校 スポルト 氏家中学校 11:45 ヴェルディSS小山 今市中学校 スポルト 矢板SC

FM スポルト宇都宮 氏家中学校 14:00 FC栃木 プログレッソ佐野 ヴェルディSS小山 今市中学校

FM ともぞうSC 今市中学校 FM

試合時間

9:30 氏家中学校 矢板SC ヴェルディSS小山 ともぞう

11:45 スポルト宇都宮 プログレッソ佐野 氏家中学校 矢板SC

14:00 ヴェルディSS小山 ともぞうSC スポルト プログレッソ佐野

FM

試合時間 試合時間

10:00 ヴェルディSS小山 ウイングスSC FC栃木 スポルト 17:00 ともぞうSC 矢板SC

FM ヴェルディSS小山 ウイングスSC

14:00 FC栃木 スポルト宇都宮 ヴェルディ ウイングスSC

FM FC栃木 スポルト宇都宮

試合時間

10:00 ファイターズ 今市中学校 ウイングスSC スポルト

12:15 ウイングスSC スポルト宇都宮 ファイターズ 今市中学校

FM ファイターズ 今市中学校

FM ウイングスSC スポルト宇都宮

試合時間 試合時間

11:00 ヴェルディSS小山 氏家中学校 ウイングスSC ファイターズ 15:00 プログレッソ佐野 ファイターズ

FM ヴェルディSS小山 氏家中学校

14:30 ウイングスSC ファイターズ ヴェルディSS小山 氏家中学校

審判委員会

当該

FMは、無しになります。

４月２２日（土）

青木サッカー場（A）

対戦相手 審判

４月２３（日）

佐野日大グラウンド

対戦相手 審判

４月１６日（日）

石井緑地（１番コート）

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2017ユースリーグ栃木　1部前期

1月14日（土） 1月15日（日）

さくらサッカースタジアム 今市中学校

対戦相手 審判 対戦相手

当該 当該

当該 当該

当該 ※悪天候の為、延期になります。

1月２１日（土） 1月２１日（土）

青木サッカー場（A) 栃木市総合運動公園多目的広場

当該 当該

当該 当該

2月１９日（日） 2月１９日（日）

1月２８日（土） 1月２９日（日）

青木サッカー場（A) 青木サッカー場（A）

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該

※フレンドリーは無しになります。 当該

3月4日（土） 3月4日（土）

青木サッカー場（A) 柳田緑地サッカー場

さくらスタジアム

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該 当該

３月5日（日） ３月5日（日）

今市中学校

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該 当該

当該 当該

3月12日（日） 3月12日（日）

鬼怒川上流広場（B） 佐野日大高校

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該 当該

3月１８日（土） 3月１８日（土）

石井緑地（５番コート） 石井緑地（６番コート）

対戦相手 審判 対戦相手 審判

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該
※フレンドリーは無しになります。

当該

市貝中

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該 当該

当該 当該

3月19日（日） 3月１９日（日）

平出サッカー場 大平運動公園（クレー）

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該

2部チーム 当該

3月２０日（月祝） 3月20日（月）

平出サッカー場 青木サッカー場（A）

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該

当該 2部チーム

3月25日（土） 3月25日（土）

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該

※フレンドリーは無しになります。17：00までに撤退厳守。
当該

当該

４月２日（日） ４月８日（土）

青木サッカー場（A） 石井緑地（２番コート）

対戦相手 審判

※フレンドリーは無しになります。

当該

4月9日（日）

さくらスタジアム

※フレンドリーは無しになります。

当該

４月１５日（土） ４月１５日（土）

鹿沼サンエコ 矢板中央東泉グラウンド

対戦相手 審判 対戦相手 審判

当該

審判委員会


