
本部

試合時間 主審 副審 試合時間 主審 副審

10:00 グラシアス 鹿沼北中 10:00 明治中 ユニオン HFC SAKURA

11:20-11:40FM グラシアス HFC 11:40 HFC SAKURA 鬼怒中 NIKKO

12:10 HFC 鹿沼北中 13:20 鬼怒中 NIKKO 明治中 ユニオン

13:30-13:50FM グラシアス HFC ＦＭ HFC NKKO

試合時間 主審 副審 試合時間 主審 副審

10:00 グラシアス HFC SAKURA おおぞら 10:00 NIKKO おおぞら グラシアス SAKURA

11:40 SAKURA おおぞら グラシアス HFC 11:40 グラシアス SAKURA NIKKO おおぞら

ＦＭ SAKURA HFC ＦＭ NIKKO グラシアス

ＦＭ おおぞら HFC ＦＭ SAKURA おおぞら

試合時間 主審 副審 試合時間 主審 副審

10:00 NIKKO SAKURA 佐野南中 HFC 10:00 おおぞら ユニオン HFC 明治中

11:40 佐野南中 HFC NIKKO SAKURA 11:40 HFC 明治中 おおぞら ユニオン

ＦＭ NIKKO SAKURA ＦＭ おおぞら HFC

ＦＭ 佐野南中 HFC

試合時間 主審 副審 試合時間 主審 副審

10:00 鹿沼北中 鬼怒中 10:00 明治中 佐野南中

11:20-11:40FM FM希望チーム FM希望チーム 11:20-11:40FM FM希望チーム FM希望チーム

12:10 鹿沼北中 ユニオン 12:10 佐野南中 鬼怒中

FM 鹿沼北中 鬼怒中 FM 佐野南中 鬼怒中

FM ユニオン 鬼怒中

試合時間 主審 副審 試合時間 主審 副審

10:00 明治中 NIKKO 10:00 鬼怒中 SAKURA ユニオン HFC

11:20-11:40FM FM希望チーム FM希望チーム 11:40 ユニオン HFC 鬼怒中 SAKURA

12:10 明治中 グラシアス ＦＭ SAKURA 鬼怒中

FM NIKKO グラシアス ＦＭ ユニオン HFC

試合時間 主審 副審 試合時間 主審 副審

9:00 鹿沼北中 明治中 グラシアス おおぞら 9:00 佐野南中 鹿沼北 明治中 NIKKO

10:10-10:40FM おおぞら NIKKO 10:10-10:40FM おおぞら NIKKO

11:10 鹿沼北中 NIKKO おおぞら 明治中 11:10 佐野南中 NIKKO おおぞら 鹿沼北

12:20-12:50FM 鹿沼北中 グラシアス 12:20-12:50FM 鹿沼北中 佐野南中

13:20 グラシアス おおぞら 鹿沼北 NIKKO 13:20 明治中 おおぞら 佐野南中 NIKKO

試合時間 主審 副審 試合時間 主審 副審

10:00 SAKURA ユニオン HFC おおぞら 9:00 佐野南中 おおぞら グラシアス HFC

11:40 HFC おおぞら グラシアス NIKKO 10:10-10:40FM HFC おおぞら

13:20 グラシアス NIKKO SAKURA ユニオン 11:10 佐野南中 グラシアス おおぞら NIKKO

ＦＭ グラシアス ユニオン 12:20-12:50FM グラシアス 佐野南中

ＦＭ HFC おおぞら 13:20 NIKKO HFC 佐野南中 グラシアス

試合時間 主審 副審 試合時間 主審 副審

10:00 ユニオン 佐野南中 9:30 SAKURA 鹿沼北 ユニオン グラシアス

11:20-11:50FM ユニオン SAKURA 11:10 ユニオン グラシアス SAKURA 鹿沼北

12:10 佐野南中 SAKURA 12:30〜13:20 ユニオン グラシアス

FM 佐野南中 SAKURA

試合時間 主審 副審 試合時間 主審 副審

9:00 鬼怒中 明治中 SAKURA ユニオン 10:00 おおぞら 鬼怒中

10:10-10:40FM FM希望チーム FM希望チーム 当該 11:20-11:40FM FM希望チーム FM希望チーム

11:10 明治中 SAKURA ユニオン 鬼怒中 12:10 おおぞら 鹿沼北中

12:20-12:50FM FM希望チーム FM希望チーム 当該 FM 鹿沼北中 おおぞら

13:20 鬼怒中 ユニオン 明治中 SAKURA

試合時間 主審 副審 試合時間 対戦相手 主審 副審

9:00 鬼怒中 グラシアス 10:00 NIKKO 明治中

10:10-10:40FM HFC グラシアス 11:10-11:40FM FM希望チーム FM希望チーム

11:10 鬼怒中 HFC 12:10 グラシアス 明治中

12:20-12:50FM FM希望チーム FM希望チーム 12:20-12:50FM FM希望チーム FM希望チーム

試合時間 主審 副審

10:00 NIKKO ユニオン

11:20 エルマーノ ユニオン

12:30 エルマーノ NIKKO

13:40 ユニオン NIKKO

14:50 エルマーノ NIKKO

青木サッカー場

対戦相手

エルマーノ

当該

当該

調整中の試合を組ませて頂きました。

当該

今市運動公園

当該

NIKKO

鬼怒中

対戦相手

当該

当該

8月31日（土）

鹿沼北中

当該

鬼怒中

当該

実施不可のチームが出ましたので
日程が変更しております。

8月11日（日） 8月22日（木）

HFC

グラシアス

8月4日（日） 8月10日（土）

鬼怒中 未定

対戦相手 対戦相手

SAKURA

当該

ユニオン

当該

希望通りではないチームがございます。
大変申し訳ございませんが日程の調整を再度お願いします。

鬼怒中学校が使用不可になりました。会場の提供をお願いします。

当該

7月20日（土） 7月21日（日）

大平運動公園多目的（クレー） 青木A

対戦相手 対戦相手

対戦相手 対戦相手

当該

当該 当該

会場が決定しました。

当該

会場都合により開始時間を変更しました。
（13:20にはFM終了）

7月14日（日） 7月15日（月）

大平運動公園多目的（クレー） 勝瓜公園

対戦相手 対戦相手

当該 当該

当該 当該

終了終了

7月6日（土） 7月7日（日）

当該

終了雨天によりグラウンド不良により延期

明治中 明治中

グラシアス

当該

NIKKO 当該

当該 当該

終了終了

6月30日（日） 6月30日（日）

今市運動公園 鬼怒中

対戦相手 対戦相手

鬼怒中 明治中

当該 当該

終了 終了

ユニオン 鬼怒中

当該 当該

6月23日（日） 6月29日（土）

鬼怒中 明治中

対戦相手 対戦相手

HFC

当該 当該

当該 当該

終了 終了
6月1日（土） 6月2日（日）

鬼怒自然クレーA 今市運動公園

対戦相手 対戦相手

＊試合３０分前にマネージャーズミーティングを行う。

終了 終了
5月25日（土） 5月26日（日）

石井3 西川運動場　人工芝サッカー場（会場変更となりました。5/20）

高円宮杯Ｕ－１５サッカーリーグ２０１９ユースリーグ栃木（3部後期Ｄ）

R元年5.20　決定版

＊ＦＭ希望チームは、希望する全日程をメールにてご連絡下さい。（日程決定後のFMを増やすことは行いませんのでご理解ご協力をお願いします。）

※FMの日程決定後、チーム事情（選手の怪我や病欠）によりFMをキャンセルをしたい場合は当該チーム同士で話し合いをお願いします。

＊試合３０分前から１５分間ピッチ内アップを行う。

当該

当該

以降は話し合い頂き行ってください

調整中の試合を組ませて頂きました。

グラシアス

当該

グラシアス

対戦相手 対戦相手

終了

当該 当該

当該

6月9日（日） 6月16日（日）

今市運動公園 青木B（１５時には完全終了して下さい）

当該

対戦相手 対戦相手

当該

終了


