
2022年度南支部U-11リーグ　全日程まとめ

Aブロック

開催日 会場責任 運営責任 会場 開始時間 ブロック 主審 チーム FPユニ GKユニ

10:00 B 九嶺 vs FFJ KELT 九嶺 水色-紺ー紺 黄

11:00 B KELT vs 安浦 九嶺 FFJ 白-白-白 赤

12:15 B KELT vs FFJ 安浦 KELT 青-黒-黒 緑

13:15 B 九嶺 vs 安浦 KELT 安浦 白-白-白 赤

14:30 B KELT vs 九嶺 FFJ

10:00 C 焼山 ｖｓ YMCA 鷗州 焼山 青-青-青 緑

11:00 C 黒瀬 ｖｓ 能美 焼山 YMCA 白・水色-白-白 黄

12:00 C YMCA ｖｓ 鷗州 能美 黒瀬 緑-黒-黒 水色

13:00 C 焼山 ｖｓ 黒瀬 YMCA 能美 白-白-白 赤

14:00 C 鷗州 ｖｓ 能美 黒瀬 鷗州 紺-紺-紺 水色

10:00 C 焼山 ｖｓ 安芸津 鷗州 焼山 青-青-青 緑

11:00 C YMCA ｖｓ 東西条 焼山 安芸津 赤-赤-赤 黄

12:00 C 鷗州 ｖｓ 安芸津 安芸津 YMCA 紺-紺-紺 黄

13:00 C 焼山 ｖｓ 東西条 YMCA 東西条 黄-黒-赤 橙

14:00 C YMCA ｖｓ 安芸津 東西条 鷗州 紺-紺-紺 水色

15:00 C 東西条 ｖｓ 鷗州 安芸津

10:00 B KELT vs リトルティット リデル KELT 白-灰-白 黄

11:00 B リデル vs 九嶺 KELT リトルティット 緑-白-緑 灰

12:15 B リデル vs KELT リトルティット リデル 青-紺-紺 黄緑

13:15 B リトルティット vs 九嶺 リデル 九嶺 白-白-白 小豆

14:30 B リデル vs リトルティット 九嶺

10:30 A ヴェルメ vs コスモ サンフレッチェ ヴェルメ 白-白-白 緑

11:30 A サンフレッチェ vs 安芸府中 コスモ コスモ 青-白-赤 灰

12:45 A コスモ vs サンフレッチェ ヴェルメ サンフレッチェ 白-白-白 緑

13:45 A ヴェルメ vs 安芸府中 コスモ 安芸府中 青-白-青 黄

15:00 A ヴェルメ vs サンフレッチェ 安芸府中

10:30 C 焼山 ｖｓ 能美 鷗州 焼山 白-白-白 黄

11:30 C 黒瀬 ｖｓ YMCA 能美 能美 青-青-青 赤

12:30 C 焼山 ｖｓ 鷗州 黒瀬 黒瀬 緑-黒-黒 黄

13:30 C YMCA ｖｓ 能美 焼山 YMCA 白・水色-白-白 赤

14:30 C 黒瀬 ｖｓ 鷗州 YMCA 鷗州 紺-紺-紺 水色

9:30 C 東西条 ｖｓ 能美 CAMELLIA コスモ 白-青-白 灰

10:30 A コスモ vs CAMELLIA 東西条 CAMELLIA 赤-赤-赤 黄

11:30 C 黒瀬 ｖｓ 東西条 コスモ 安芸府中 青-白-青 黄

12:30 A コスモ vs 安芸府中 黒瀬 坂 グレー-黒-グレー 緑

13:30 C 東西条 ｖｓ 安芸津 CAMELLIA リトルティット 緑-白-緑 灰

14:30 A 安芸府中 vs CAMELLIA 坂 安浦 水色-水色-水色 黄

15:30 A コスモ vs 坂 安芸府中 FFJ 白-白-白 赤

9:30 C 黒瀬 ｖｓ 安芸津 安芸府中 東西条 黄-黒-赤 橙

10:30 A 安芸府中 vs 坂 安芸津 能美 青-青-青 グレー

11:30 C 安芸津 ｖｓ 能美 坂 黒瀬 緑-黒-黒 水色

12:30 A CAMELLIA vs 坂 能美 安芸津 白-白-白 黄

13:30 B リトルティット vs 安浦 FFJ

14:50 B リトルティット vs FFJ 安浦

16:10 B 安浦 vs FFJ リトルティット

10:30 A ヴェルメ vs 坂 CAMELLIA ヴェルメ 赤-赤-赤 黄

11:30 A サンフレッチェ vs CAMELLIA 坂 坂 グレー-黒-グレー 緑

12:45 A サンフレッチェ vs 坂 ヴェルメ サンフレッチェ 紫-紫-紫 黄

13:45 A ヴェルメ vs CAMELLIA サンフレッチェ CAMELLIA 白-白-白 緑

10:30 B リデル vs 安浦 FFJ リデル 黄-黄-黄 黄緑

11:45 B リデル vs FFJ 安浦 安浦 青赤-青-青 グレー

13:00 フレンドリー 安浦 vs FFJ 相互 FFJ 水色-水色-水色 赤

※ミツトヨ⇒ミツトヨスポーツパーク郷原、東広島⇒東広島運動公園、黒瀬⇒黒瀬多目的グランド

　福冨道の駅⇒福富道の駅多目的グランド

※第1・2試合のチームは会場準備（第１試合の開始１時間半前～）に1名以上ご協力ください。

※最終試合を行ったチームは片付けをお願いします。

※会場責任チームは《会場注意事項の連絡》《施設利用の指示》《追加フレンドリーの調整》をお願いします。

※準備完了後、会場責任チームを中心に指導者打合せを行ってください。（保護者参加は任意とします）

※運営責任チームは《本部運営》《フレスポ入力（当日中）》《運営報告（３日以内）》をお願いします。

※１試合目は指定のユニフォーム着用とします。２試合目は対戦チーム間で調整ください。（必ず２色持参）

対戦チーム

6月11日（土） KELT 安浦
東広島
多目的A

6月12日（日） 鷗州 能美
東広島
多目的A

6月18日（土） 鷗州 東西条
黒瀬

多目的A

6月19日（日） リデル 九嶺
福富

道の駅A

7月2日（土） 焼山

安芸府中
ミツトヨ
陸上A

YMCA
ミツトヨ
陸上B

7月10日（日） コスモ

【A】
サンフレ
【B】
リトル
【C】
安芸津

黒瀬
多目的A

黒瀬
多目的B

7月24日（日） リデル

サンフレ
福冨

道の駅A

FFJ
福富

道の駅B


