
　　　　　　　　　令和元年度　北海道シニアサッカーリーグ（道南ブロック）　組合せ表　 5/4現在

審判 審判 審判

1 5月12日 室蘭 ２面 10:30 苫小牧 伊達 フォルテ 10:30 室蘭 伊・登 苫小牧 　 　　 　

 入江公園 11:35 函館 フォルテ 伊達 11:35 　 　　 　 室蘭 伊・登 室蘭Ｇ

12:40 登別 勇払 室蘭 12:30 桧山 函館 伊・登 　 　　 　

13:45 室蘭 桧山 勇払 13:35 　 　　 　 室蘭Ｇ 函館 室蘭

 14:30 室蘭 苫小牧 函館 　 　　 　

2 5月19日 函館 ２面 10:30 桧山 勇払 伊達 10:30 苫小牧 室蘭Ｇ 函館

トルナーレ 11:35 函館 伊達 勇払 11:25 函館 伊・登 桧山

12:40 室蘭 苫小牧 フォルテ 12:30 室蘭 函館 苫小牧

13:45 フォルテ 登別 苫小牧 13:25 室蘭 桧山 伊・登

 14:30 函館 伊・登 室蘭Ｇ

3 6月9日 函館 2面 10:30 函館 登別 勇払 10:30 伊・登 室蘭Ｇ 函館

トルナーレ 11:35 桧山 フォルテ 伊達 11:25 室蘭 函館 桧山

12:40 勇払 苫小牧 函館 12:30 函館 室蘭Ｇ 苫小牧

13:45 伊達 室蘭 桧山 13:25 伊・登 桧山 室蘭

 14:30 函館 苫小牧 伊・登

4 6月16日 函館 2面 10:30 登別 室蘭 苫小牧 10:30 伊・登 函館 室蘭

トルナーレ 11:35 函館 苫小牧 登別 11:25 函館 苫小牧 室蘭

12:40 勇払 フォルテ 桧山 12:30 室蘭 室蘭Ｇ 伊・登

13:45 伊達 桧山 フォルテ 13:25 室蘭 伊・登 苫小牧 　 　 　

 14:30 苫小牧 室蘭 函館

5 7月7日 函館 １面 10:30    10:30 室蘭 伊・登 室蘭Ｇ

八雲 11:35    11:25 伊・登 函館 桧山

or 12:40    12:30 苫小牧 室蘭Ｇ 函館

トルナーレ 13:45    13:25 室蘭 桧山 伊・登

 14:30    室蘭 函館 伊・登

6 8月11日 苫小牧 ２面 10:30 伊達 フォルテ 登別 10:30 伊・登 苫小牧 室蘭 　 　　 　

緑ヶ丘 11:35 室蘭 勇払 桧山 11:35 　 　　 　 室蘭 苫小牧 伊・登

12:40 函館 桧山 室蘭 12:30 室蘭 函館 苫小牧 　 　　 　

13:45 苫小牧 登別 函館 13:35 伊・登 苫小牧 室蘭

 14:30 苫小牧 桧山 函館

7 9月8日 室蘭 2面 10:30 勇払 伊達 桧山 10:30 伊・登 桧山 室蘭 　 　 　

 入江公園 11:35 苫小牧 フォルテ 函館 11:35 伊・登 苫小牧 室蘭

12:40 登別 桧山 伊達 12:30 苫小牧 室蘭 函館 　 　 　

13:45 函館 室蘭 苫小牧 13:35 室蘭Ｇ 室蘭 苫小牧

 14:30 函館 苫小牧 伊・登 　 　 　

8 9月29日 苫小牧 ２面 10:30 桧山 苫小牧 室蘭 10:30 伊・登 苫小牧 桧山

緑ヶ丘 11:35 伊達 登別 函館 11:35 　 　 　 伊・登 室蘭Ｇ 苫小牧

12:40 フォルテ 室蘭 苫小牧 12:30 函館 桧山 苫小牧

13:45 函館 勇払 登別 13:35 函館 苫小牧 室蘭Ｇ

 14:30 苫小牧 桧山 函館

予備 ####### 伊達 １面 10:30 10:30

まなびの里Ｇ 11:45 11:45

節 開催日 会場 コート
開始
時間

開始
時間

シニア５０ シニア６０

対戦相手 対戦相手 対戦相手

シニア４０


