
2022年度広島県U-12サッカーリーグ戦-南支部大会-

Aブロック Bブロック Cブロック Dブロック

サンフレッチェ vs ヴェルメ 鷗州 vs YMCA FFJ vs 安芸津 能美 vs 片山

サンフレッチェ vs 安芸府中 CAMELLIA vs YMCA 九嶺 vs FFJ 熊野 vs 能美

ヴェルメ vs 安芸府中 CAMELLIA vs 鷗州 九嶺 vs 安芸津 リトルティット vs 熊野

コスモ vs ヴェルメ CAMELLIA vs ネッツ 九嶺 vs 広 リトルティット vs 片山

コスモ vs KELT CAMELLIA vs 坂 焼山 vs 九嶺 安浦 vs リトルティット

ヴェルメ vs KELT YMCA vs 坂 焼山 vs 広 リトルティット vs 能美

KELT vs 安芸府中 YMCA vs 黒瀬 広 vs 東西条 安浦 vs 能美

サンフレッチェ vs コスモ ネッツ vs 黒瀬 東西条 vs FFJ 安浦 vs 片山

ヴェルメ vs リデル 鷗州 vs 坂 広 vs FFJ 熊野 vs 片山

サンフレッチェ vs KELT 鷗州 vs 黒瀬 焼山 vs 安芸津 熊野 vs 能美

安芸府中 vs リデル 坂 vs 黒瀬 東西条 vs 安芸津 安浦 vs 能美

コスモ vs ヴェルメ CAMELLIA vs 黒瀬 焼山 vs 東西条 安浦 vs 熊野

サンフレッチェ vs リデル ネッツ vs YMCA 焼山 vs FFJ 安浦 vs 片山

コスモ vs リデル ネッツ vs 坂 焼山 vs 九嶺 熊野 vs 片山

コスモ vs 安芸府中 CAMELLIA vs 坂 広 vs FFJ 安浦 vs 熊野

サンフレッチェ vs 安芸府中 YMCA vs 黒瀬 九嶺 vs 広 安浦 vs リトルティット

KELT vs リデル CAMELLIA vs 鷗州 九嶺 vs 東西条 リトルティット vs 熊野

ヴェルメ vs KELT CAMELLIA vs YMCA 九嶺 vs FFJ リトルティット vs 片山

サンフレッチェ vs ヴェルメ 鷗州 vs YMCA 東西条 vs FFJ リトルティット vs 能美

サンフレッチェ vs リデル 鷗州 vs ネッツ 広 vs 安芸津 能美 vs 片山

安芸府中 vs リデル ネッツ vs 坂 焼山 vs 東西条

ヴェルメ vs 安芸府中 鷗州 vs 坂 焼山 vs 安芸津

ヴェルメ vs リデル ネッツ vs YMCA 広 vs 東西条

サンフレッチェ vs コスモ CAMELLIA vs ネッツ 焼山 vs 広

サンフレッチェ vs KELT CAMELLIA vs 黒瀬 焼山 vs FFJ

KELT vs 安芸府中 YMCA vs 坂 FFJ vs 安芸津

コスモ vs 安芸府中 坂 vs 黒瀬 広 vs 安芸津

コスモ vs KELT 鷗州 vs 黒瀬 九嶺 vs 安芸津

コスモ vs リデル 鷗州 vs ネッツ 九嶺 vs 東西条

KELT vs リデル ネッツ vs 黒瀬 東西条 vs 安芸津

5月14日（土） 揚倉上段A

5月15日（日） 東広島多目的A

6月4日（土） 黒瀬多目的A/B

6月4日（土） 呉市民

7月3日（日） ミツトヨ多目的A

9月23日（金・祝） 呉市民

6月26日（日）

6月5日（日） 呉市民

6月25日（土） ミツトヨ陸上A

6月26日（日） 呉市民

東広島多目的A

ミツトヨ多目的A5月14日（土）

5月22日（日） 呉市民

5月8日（日）

7月3日（日）

9月17日（土） ミツトヨ多目的A

9月19日（月・祝） ミツトヨ多目的A

揚倉上段A

ミツトヨ多目的B

7月2日（土）呉市民

東広島多目的A

9月23日（金・祝） 呉市民

9月19日（金・祝） ミツトヨ多目的B

7月3日（日）

5月14日（土） ミツトヨ多目的B

5月8日（日） 東広島多目的B

6月25日（土） ミツトヨ陸上B

6月5日（日） 呉市民

5月29日（日） 広公園

5月8日（日） 呉市民

9月19日(月・祝) ミツトヨ多目的C

5月15日（日） 東広島多目的B

6月19日（日） 呉市民

7月3日（日） ミツトヨ多目的C

9月11日（日） 黒瀬多目的A


