
主審 副審 副審

6月11日 1部　B 桐陽 16:00 桐陽 ＶＳ 大成 桐陽 大成 大成 桐陽

6月25日 2部　A さわやかG 10:00 Fukuroi ﾗｶﾞｯﾂｧ焼津 Fukuroi ﾗｶﾞｯﾂｧ ﾗｶﾞｯﾂｧ Fukuroi

7月3日 1部　A 順心 15:00 順心 ＶＳ 順心ﾌﾞﾙｰ 順心ﾌﾞﾙｰ 順心 順心 順心

7月9日 1部　A 順心 11:30 順心 ＶＳ 橘 橘 順心 順心 順心

7月10日 1部　A 順心 10:00 順心 ＶＳ 翔洋中 翔洋 順心 順心 順心

7月18日 2部　B 順心 15:00 順心ﾎﾜｲﾄ ＶＳ 清流館 清流館 清流館 ﾎﾜｲﾄ 順心

7月30日 1部　A 諏訪 11:00 橘 ＶＳ 磐田北 磐北 橘 橘 橘

7月30日 １部　B 磐田東 14:00 磐田東 ＶＳ 桐陽 協会 磐東 第八 磐田東

8月1日 1部　B 桐陽 15:00 桐陽 ＶＳ 清水第八 桐陽 桐陽 第八 桐陽

8月7日 1部　A 順心 9:15 順心ﾌﾞﾙｰ ＶＳ 磐田北 磐北 順心ﾌﾞﾙｰ 順心ﾌﾞﾙｰ 順心ﾌﾞﾙｰ

8月7日 2部　A
中遠クリーンセン
ター

10:00 Fukuroi ＶＳ ｱｽﾙｸﾗﾛ Fukuroi ｱｽﾙｸﾗﾛ ｱｽﾙｸﾗﾛ Fukuroi

8月7日 2部　C 細江総合グラウンド 11:30 浜松泉 ＶＳ 静岡エルFC 浜松泉 静岡エル 静岡エル 浜松泉

8月13日 2部　A アクアピュア 10:00 藤枝西 ＶＳ ｱｽﾙｸﾗﾛ 協会 藤枝西 ｱｽﾙｸﾗﾛ Fukuroi

8月14日 2部　A アクアピュア 10:00 Fukuroi ＶＳ 藤枝西 協会 Fukuroi 藤枝西 Fukuroi

8月17日 2部　B 和地山G 10:00 清流館 ＶＳ 海の星 海の星 清流館 清流館 海の星

8月18日 2部　B 長崎新田 10:00 清水FC ＶＳ 海の星 協会 清水FC 海の星 清水FC

8月21日 2部　C ｴｺﾊﾟ人工芝 10:00 聖隷 ＶＳ 静岡エルFC 協会 聖隷 静岡エル 聖隷

8月27日 2部　B 富士川憩い広場 10:00 順心ﾎﾜｲﾄ ＶＳ 蒲原ｸﾗﾌﾞ 協会 ﾎﾜｲﾄ 蒲原 蒲原ｸﾗﾌﾞ

8月28日 1部　A 順心 15:00 順心ﾌﾞﾙｰ ＶＳ 橘 順心 橘 橘 順心ﾌﾞﾙｰ

9月24日 1部　B 常葉諏訪 14:00 橘中 ＶＳ 清水第八 協会 橘中 第八 橘中

9月25日 1部　B 磐田東 10:00 磐田東 ＶＳ 清水第八 磐東 磐東 第八 磐田東

10月2日 1部　B 磐田東 10:00 磐田東 ＶＳ 橘中 磐東 橘中 橘中 磐田東

10月2日 2部　B 順心 14:00 順心ﾎﾜｲﾄ ＶＳ 海の星 海の星 ﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ 順心ﾎﾜｲﾄ

2部　A 13:00 清水国際 ＶＳ 藤枝西 聖隷 浜松泉 浜松泉

2部　C 14:30 聖隷 ＶＳ 浜松泉 藤枝西 清水国際 清水国際

10月8日 1部　B 常葉諏訪 10:00 橘中 ＶＳ 大成 大成 大成 橘中 橘中

2部　A 10:00 ﾗｶﾞｯﾂｧ焼津 ＶＳ 藤枝西 清水国際 ｱｽﾙｸﾗﾛ ｱｽﾙｸﾗﾛ

2部　A 11:30 清水国際 ＶＳ ｱｽﾙｸﾗﾛ ﾗｶﾞｯﾂｧ 藤枝西 藤枝西

10月9日 1部　B 磐田東 10:00 磐田東 ＶＳ 大成 磐田東 磐東 大成 磐田東

2部　B 10:00 清水FC ＶＳ 順心ﾎﾜｲﾄ 海の星 蒲原 蒲原

2部　B 11:30 海の星 ＶＳ 蒲原ｸﾗﾌﾞ ﾎﾜｲﾄ 清水FC 清水FC

10月15日 2部　B 富士川憩い広場 10:00 清流館 ＶＳ 蒲原ｸﾗﾌﾞ 清流館 清流館 蒲原 蒲原ｸﾗﾌﾞ

2部　A 10:00 吉原 ＶＳ ｱｽﾙｸﾗﾛ 清水国際 ﾗｶﾞｯﾂｧ ﾗｶﾞｯﾂｧ

2部　A 11:30 ﾗｶﾞｯﾂｧ焼津 ＶＳ 清水国際 ｱｽﾙｸﾗﾛ 吉原 吉原

２部　C 10:00 聖隷 ＶＳ 清水南 翔洋高 聖隷 清水南

２部　C 12:00 聖隷 ＶＳ 翔洋高 清水南 聖隷 翔洋高

11月3日 1部　B 常葉諏訪 10:00 橘中 ＶＳ 桐陽 協会 橘中 桐陽 橘中

2部　A 10:00 ﾗｶﾞｯﾂｧ焼津 ＶＳ 吉原 Fukuroi 清水国際 清水国際

2部　A 11:30 Fukuroi ＶＳ 清水国際 ﾗｶﾞｯﾂｧ 吉原 吉原

2部  B 13:00 清水FC ＶＳ 清流館 協会 清水FC 清流館

２部　C 10:00 清水南 ＶＳ 静岡エルFC 浜松泉 清水南 静岡エル

２部　C 12:30 清水南 ＶＳ 浜松泉 静岡エル 清水南 浜松泉

11月20日 1部　A 順心 10:00 順心 ＶＳ 磐田北 磐北 順心 順心 順心

11月20日 1部　A 諏訪 10:00 橘 ＶＳ 翔洋中 翔洋 橘 橘 橘

1部　A 10:00 清水第八 ＶＳ 大成 清水FC 蒲原 蒲原

2部　B 11:30 清水FC ＶＳ 蒲原ｸﾗﾌﾞ 大成 大成 第八

2部　B 13:00 翔洋中 ＶＳ 磐田北 静岡エル 翔洋高 翔洋高

2部　C 14:30 静岡エルFC ＶＳ 翔洋高 磐田北 翔洋中 翔洋中

2部　A 10:00 ﾗｶﾞｯﾂｧ焼津 ＶＳ ｱｽﾙｸﾗﾛ 吉原 Fukuroi Fukuroi

2部　A 11:30 Fukuroi ＶＳ 吉原 ｱｽﾙｸﾗﾛ ﾗｶﾞｯﾂｧ ﾗｶﾞｯﾂｧ

12月3日 1部　A 未定 未定 翔洋中 ＶＳ 順心ﾌﾞﾙｰ 協会 翔洋中 ﾌﾞﾙｰ 未定

２部　C 13:00 浜松泉 ＶＳ 翔洋高 清水南 浜松泉 翔洋高

２部　C 15:00 清水南 ＶＳ 翔洋高 浜松泉 清水南 翔洋高

未定 2部　A 未定 未定 藤枝西 ＶＳ 吉原 未定

未定 2部　A 未定 未定 吉原 ＶＳ 清水国際 未定

ﾗｶﾞｯﾂｧ焼津

蒲原ｸﾗﾌﾞ

試合組み合わせ
審判

10月8日

10月16日 吉原

10月10日

第１2回静岡県女子サッカーユースリーグ大会試合日程表
H28.10.13

試合時間会場試合日 会場当番リーグ

ﾗｶﾞｯﾂｧ焼津

清水国際

富士川憩い広場

清水南G

大井川陸上

吉原高校

清水総合

翔洋高

10月１6日

10月2日 蛇塚

11月13日

ｴｺﾊﾟ人工芝

11月3日 石津浜G

ﾗｶﾞｯﾂｧ焼津

東海大翔洋G12月10日

聖隷

清水南

翔洋高

11月26日 石津浜G

清水FC

11月23日


