
1節A

日      程
会      場
試合時間 20分ー５分ー20分　（８人制）
コート 68m×50m（基本） （ペナルティエリア12m、ペナルティマーク8m、

ペナルティアーク半径7m、ゴールエリア4m、センターサークル半径7m）

会場準備 会場準備は第一試合、第二試合の４チーム
後始末 後始末は最終試合の2チームで行う。
会場責任 ジュニオール

ＮＯ

19 ｖｓ

20 ｖｓ

21 ｖｓ

22 ｖｓ

23 ｖｓ

留意事項

○会場準備：午前８時より行い、第一試合、第二試合の４チームが参加する。

○会場後始末：最終試合の２チームで行う。（トンボかけも）

※会場責任チームは、試合結果を責任チームまで連絡して下さい。

湖東ブロックU-12_2部後期リーグ戦

2019年9月1日
豊郷小学校

審判 予備審判

9:00～ 能登川 八日市 豊栄 ジュニオール

試合時間 対戦カード

10：45～ 蒲生 能登川 ジュニオール 豊栄

9:50～ 豊栄 ジュニオール 能登川 八日市

12:30～ ジュニオール 蒲生 八日市 豊栄

11：35～ 八日市 豊栄 蒲生 能登川



第1節B

日      程
会      場
試合時間 20分ー５分ー20分　（８人制）
コート 68m×50m（基本） （ペナルティエリア12m、ペナルティマーク8m、

ペナルティアーク半径7m、ゴールエリア4m、センターサークル半径7m）

会場準備 会場準備は第一試合、第二試合の４チーム

後始末 後始末は最終試合の2チームで行う。
会場責任 プライマリー

ＮＯ

28 ｖｓ

29 ｖｓ

30 ｖｓ

31 ｖｓ

32 ｖｓ

留意事項

○雨天で中止の場合は、各チームへ午前７時３０分までに連絡する。

※小雨決行とする

○会場準備：午前８時より行い、各チーム１名が参加する。

○会場後始末：最終試合の２チームで行う。（トンボかけも）

湖東ブロックU-12_2部後期リーグ戦

2019年9月1日
荒神山Cコート

審判 予備審判

9:00～ 金城 プライマリー 金田 北里

試合時間 対戦カード

10：45～ 金城 永源寺 北里 金田

9:50～ 金田 北里 金城 プライマリー

12:30～ 北里 永源寺 プライマリー 金田

11：35～ プライマリー 金田 永源寺 金城



日      程
会      場 荒神山グランドB・Dコート
試合時間 20分ー5分ー20分　（８人制）
コート 68m×50m（基本） （ペナルティエリア12m、ペナルティマーク8m、

ペナルティアーク半径7m、ゴールエリア4m、センターサークル半径7m）

会場準備 会場準備は各第一試合、第二試合チームより各2名で行う 北里
後始末 後始末は最終試合の2チームで行う。 蒲生 永源寺 ジュニオール金田
会場責任 ２チームが担当する。

Bコート担当：
Dコート担当

Bコート Dコート

ＮＯ ＮＯ

1 ｖｓ 1 ｖｓ

2 ｖｓ 2 ｖｓ

3 ｖｓ 3 ｖｓ

4 ｖｓ 4 ｖｓ

5 ｖｓ ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

留意事項

○会場準備：午前８時より第一試合、第二試合の４チーム

○会場後始末：最終試合の２チームで行う。（トンボかけも）

※会場責任チームは、試合結果を責任チームまで連絡して下さい。

金田 八日市 プライマリー

ジュニオール 金田 金城

12:30～

9:50～ ジュニオール 北里 八日市

10：45～ 八日市 金城 ジュニオール

予備審判

ジュニオール

プライマリー

北里

八日市

15:05～

15:55～

13:20～

14:10～

11：35～

湖東ブロックU-12_2部後期リーグ戦

能登川

審判 予備審判

9:00～ 能登川 金城 金田 豊栄

試合時間 対戦カード 試合時間 対戦カード 審判

9:00～ 八日市 プライマリー 北里

2019年9月7日

豊栄
八日市

ジュニオール金城 豊栄

10：45～ 能登川 プライマリー 豊栄 金田

9:50～ 豊栄 金田 能登川 金城

12:30～ 蒲生 永源寺 北里 豊栄

11：35～ 豊栄 北里 プライマリー 能登川



第3節

日      程

会      場

試合時間 20分ー５分ー20分　（８人制）

コート 68m×50m（基本） （ペナルティエリア12m、ペナルティマーク8m、

ペナルティアーク半径7m、ゴールエリア4m、センターサークル半径7m）

会場準備 会場準備は第一試合、第二試合の４チーム

後始末 後始末は最終試合の2チームで行う。

会場責任 ２チームが午前・午後に分担し、担当する。

1～4試合担当：

5～7試合担当：

ＮＯ

ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

留意事項

○会場準備：午前８時より行い、第一試合、第二試合の４チームが参加する。

○会場後始末：最終試合の２チームで行う。（トンボかけも）

※会場責任チームは、試合結果を責任チームまで連絡して下さい。

湖東ブロックU-12_2部後期リーグ戦

2019年9月16日

豊郷町民グランド

金田
蒲生

審判 予備審判

9:00～ 八日市 金田 豊栄 金城

試合時間 対戦カード

10：45～ ジュニオール プライマリー 金城 豊栄

9:50～ 豊栄 金城 八日市 金田

12:30～ 豊栄 永源寺 金田 蒲生

11：35～ 蒲生 金田 プライマリー ジュニオール

14:10～ 能登川 永源寺 北里 蒲生

13:20～ 蒲生 北里 永源寺 豊栄



日      程
会      場 荒神山グランドB・Dコート
試合時間 20分ー5分ー20分　（８人制）
コート 68m×50m（基本） （ペナルティエリア12m、ペナルティマーク8m、

ペナルティアーク半径7m、ゴールエリア4m、センターサークル半径7m）

会場準備 会場準備は各第一試合、第二試合チームより各2名で行う プライマリー
後始末 後始末は最終試合の2チームで行う。 豊栄 プライマリー ジュニオール永源寺
会場責任 ２チームが担当する。

Bコート担当：
Dコート担当

Bコート Dコート

ＮＯ ＮＯ

1 ｖｓ 1 ｖｓ

2 ｖｓ 2 ｖｓ

3 ｖｓ 3 ｖｓ

4 ｖｓ 4 ｖｓ

5 ｖｓ ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

ｖｓ

留意事項

○会場準備：午前８時より第一試合、第二試合の４チーム

○会場後始末：最終試合の２チームで行う。（トンボかけも）

※会場責任チームは、試合結果を責任チームまで連絡して下さい。

15:05～

15:55～

14:10～

13:20～

12:30～ 豊栄 プライマリー 蒲生 金城 12:30～

プライマリー

11：35～ 蒲生 金城 八日市 北里 11：35～ ジュニオール 永源寺 能登川 金田

10：45～ 八日市 北里 ジュニオール 金城 10：45～ 能登川 金田 蒲生

蒲生

9:50～ ジュニオール 金城 能登川 北里 9:50～ 蒲生 プライマリー 八日市 永源寺

9:00～ 能登川 北里 金城 ジュニオール 9:00～ 八日市 永源寺 プライマリー

金城
永源寺

試合時間 対戦カード 審判 予備審判

湖東ブロックU-12_2部後期リーグ戦

2019年9月23日

能登川 北里 ジュニオール金城 八日市 永源寺 蒲生

試合時間 対戦カード 審判 予備審判



第5節A

日      程
会      場
試合時間 20分ー５分ー20分　（８人制）
コート 68m×50m（基本） （ペナルティエリア12m、ペナルティマーク8m、

ペナルティアーク半径7m、ゴールエリア4m、センターサークル半径7m）

会場準備 会場準備は第一試合、第二試合の４チーム
後始末 後始末は最終試合の2チームで行う。
会場責任 能登川

ＮＯ

19 ｖｓ

20 ｖｓ

21 ｖｓ

22 ｖｓ

23 ｖｓ

留意事項

○会場準備：午前８時より行い、第一試合、第二試合の４チームが参加する。

○会場後始末：最終試合の２チームで行う。（トンボかけも）

※会場責任チームは、試合結果を責任チームまで連絡して下さい。

湖東ブロックU-12_2部後期リーグ戦

2019年9月29日
荒神山グランドＣコート

審判 予備審判

9:00～ 能登川 豊栄 八日市 ジュニオール

試合時間 対戦カード

10：45～ 豊栄 蒲生 ジュニオール 八日市

9:50～ 八日市 ジュニオール 豊栄 能登川

12:30～ 八日市 蒲生 能登川 ジュニオール

11：35～ 能登川 ジュニオール 蒲生 豊栄



第5節B

日      程
会      場
試合時間 20分ー５分ー20分　（８人制）
コート 68m×50m（基本） （ペナルティエリア12m、ペナルティマーク8m、

ペナルティアーク半径7m、ゴールエリア4m、センターサークル半径7m）

会場準備 会場準備は第一試合、第二試合の４チーム

後始末 後始末は最終試合の2チームで行う。
会場責任 北里

ＮＯ

28 ｖｓ

29 ｖｓ

30 ｖｓ

31 ｖｓ

32 ｖｓ

留意事項

○雨天で中止の場合は、各チームへ午前７時３０分までに連絡する。

※小雨決行とする

○会場準備：午前８時より行い、各チーム１名が参加する。

○会場後始末：最終試合の２チームで行う。（トンボかけも）

湖東ブロックU-12_2部後期リーグ戦

2019年9月29日
北里小学校

審判 予備審判

9:00～ 金城 金田 プライマリー 北里

試合時間 対戦カード

10：45～ 金田 永源寺 北里 プライマリー

9:50～ プライマリー 北里 金田 金城

12:30～ プライマリー 永源寺 金城 北里

11：35～ 金城 北里 永源寺 金田


