
40分（30－5－30） 50分（25－5－25） 交流戦 （50と同じ）

日程･会場 試合時間 ﾁｰﾑ名 : ﾁｰﾑ名 審判･記録 会場 撤収

6月16日 ①　　9:00 オールジャパン : アルテ球蹴俱楽部40 帯広FC オール・帯50 池田・とかち

中札内交流の杜A ②　10:10 TFC : H.P.FC 帯広四十

清水四十休み ③　11:20 帯広FC : グスターレ十勝FC アルテ40

④　12:30 池田アムレンシスシニア : 帯広四十雀SC TFC

中札内交流の杜B ①　　9:00 帯広五十雀SC : アルテ球蹴俱楽部 清水50

②　10:10 オールジャパン50 : 釧路四十雀SC50 池田

③　11:20 清水四十雀50 : オールジャパン50B アルテ

④　12:30 とかち六十雀 : 釧路四十雀SC60 H.P.FC

6月23日 ①　　9:00 帯広五十雀SC : アルテ球蹴俱楽部 清水四十 アルテ 帯広四十

池田河川敷A ②　10:10 TFC : グスターレ十勝FC オール

H.P.FC休み ③　11:20 帯広FC : 清水四十雀FC 帯広四十

オール50釧路 ④　12:30 オールジャパン : 池田アムレンシスシニア TFC

⑤　13:40 帯広四十雀SC : アルテ球蹴俱楽部40 帯広FC

7月7日 ①　　9:00 帯広四十雀雀SC : H.P.FC 池田 H.P.FC オール50

池田河川敷A ②　10:10 オールジャパン : 清水四十雀FC アルテ40

③　11:20 帯広FC : 池田アムレンシスシニア オール50

グスターレ休み ④　12:30 TFC : アルテ球蹴俱楽部40 オール

帯広五十釧路 ⑤　13:40 オールジャパン50 : アルテ球蹴俱楽部 帯広FC

7月28日 ①　　9:00 帯広FC : H.P.FC グスターレ 帯広FC 帯広五十

幕別札内B ②　10:10 帯広四十雀SC : 清水四十雀FC アルテ

③　11:20 オールジャパン : グスターレ十勝FC H.P.FC

池田休み ④　12:30 アルテ球蹴俱楽部 : 清水四十雀50 帯広四十

TFC休み ⑤　13:40 帯広五十雀SC : オールジャパン50 オール

アルテ40休み :

:

8月4日 ①　　9:00 帯広五十雀SC : オールジャパン50 清水50 オール50・TFC釧路・アルテ40

十勝川D ②　10:10 アルテ球蹴俱楽部 : 釧路四十雀SC50 とかち六十

③　11:20 清水四十雀50 : オールジャパン50B 帯広五十

④　12:30 とかち六十雀SC : 釧路四十雀SC60 オール50

音更人工芝A ①　　9:00 TFC : 清水四十雀FC グスターレ

帯広FC休み ②　10:10 オールジャパン : H.P.FC アルテ40

③　11:20 帯広四十雀SC : グスターレ十勝FC TFC

④　12:30 池田アムレンシスシニア : アルテ球蹴俱楽部40 オール

8月11日 ①　　9:00 帯広FC : 帯広四十雀SC アルテ40 帯広四十 アルテ
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札内川A ②　10:10 TFC : オールジャパン 清水50

③　11:20 アルテ球蹴俱楽部40 : グスターレ十勝FC 帯広四十

池田休み ④　12:30 帯広五十雀SC : 清水四十雀50 TFC

清水四十休み ⑤　13:40 アルテ球蹴俱楽部 : オールジャパン50B グスターレ

H.P.FC休み :

9月1日 ①　　9:00 池田アムレンシスシニア : グスターレ十勝FC 帯広四十 グスターレ とかち六十

幕別札内A ②　10:10 清水四十雀FC : H.P.FC 帯広FC

③　11:20 TFC : 帯広四十雀SC 池田

オール休み ④　12:30 帯広FC : アルテ球蹴俱楽部40 H.P.FC

50リーグ休み ⑤　13:40 とかち六十雀SC : 釧路四十雀SC60 TFC

:

9月8日 ①　　9:00 帯広FC : オールジャパン アルテ40 帯広FC オール50

帯広の森A ②　10:10 TFC : 池田アムレンシスシニア グスターレ

③　11:20 アルテ球蹴俱楽部40 : H.P.FC 帯広五十

帯広四十休み ④　12:30 清水四十雀FC : グスターレ十勝FC 池田

⑤　13:40 帯広五十雀SC : 釧路四十雀SC50 H.P.FC

⑥　14:40 オールジャパン50 : アルテ球蹴俱楽部 清水四十

9月22日 ①　　9:00 H.P.FC : グスターレ十勝FC オール H.P.FC TFC

幕別札内A ②　10:10 池田アムレンシスシニア 清水四十雀FC 帯広FC

③　11:20 オールジャパン 帯広四十雀SC グスターレ

アルテ40休み ④　12:30 帯広FC TFC 池田

50リーグ休み ⑤　13:40

（全道大会の為）⑥　14:40

10月6日 ①　　9:00 池田アムレンシスシニア H.P.FC 清水四十 池田 アルテ40

十勝川C ②　10:40 アルテ球蹴俱楽部40 清水四十雀FC H.P.FC


