
現在

主審 副+4 副+記

2部B 11:40 静岡エルFC vs 翔洋中B 協会 静岡 翔洋B

13:00 vs

2部A 14:40 清水南中 vs 清水FC女子 協会 南 清水

TM 16:00 浜松泉FC vs 清水FC女子

1部 10:00 翔洋中 vs ASR Fukuroi FC 協会 翔洋 袋井

11:30 vs

13:00 vs

2部B 10:00 T-Dream FC vs ジュビロ磐田 協会 順心 袋井

2部A 11:30 清水南中 vs 島田プリンセス 協会 T-D 磐田

1部 13:00 藤枝順心SC vs ASR Fukuroi FC 協会 南 島田

TM 14:30 浜松泉FC vs

2部B 10:00 アスルクラロ沼津 vs 翔洋中B 協会 Fuji 清水

2部B 11:30 T-Dream FC vs 静岡エルFC 協会 沼津 翔洋B

2部A 13:00 FC Fujiメジェール vs 清水FC女子 協会 T-D 静岡

TM 14:30 清水FC女子 vs

10月8日 （祝月） 順心高 順心 1部 11:30 翔洋中 vs 藤枝順心SC 協会 翔洋 順心

1部 10:00 橘中 vs 藤枝順心SC 協会 橘 順心

11:30 vs

浜松 1部 13:00 ASR Fukuroi FC vs 浜松泉FC 協会 袋井 浜松

焼津 TM 14:30 浜松泉FC vs

2部A 10:00 清水南中 vs ラガッツァ焼津 協会 島田 清水

2部A 11:30 島田プリンセス vs 清水FC女子 協会 南 焼津

TM 13:00 清水FC女子 vs

14:30 vs

1部 10:00 橘中 vs 浜松泉FC 協会 橘 浜松

11:30 vs

1部 14:00 JFAアカデミー福島 vs ASR Fukuroi FC 協会 Fuji 島田

2部A 15:30 FC Fujiメジェール vs 島田プリンセス 協会 福島 袋井

1部 14:00 JFAアカデミー福島 vs 翔洋中 協会 T-D 沼津

2部B 15:30 T-Dream FC vs アスルクラロ沼津 協会 福島 翔洋

2部B 10:00 ジュビロ磐田 vs 翔洋中B 協会 南 Fuji

2部A 11:30 清水南中 vs FC Fujiメジェール 協会 磐田 翔洋B

1部 14:00 JFAアカデミー福島 vs 藤枝順心SC 協会 翔洋 浜松

1部 15:30 翔洋中 vs 浜松泉FC 協会 福島 順心

vs

vs

2部A 13:00 ラガッツァ焼津 vs 清水FC女子 協会 磐田 静岡

2部B 14:30 ジュビロ磐田 vs 静岡エルFC 協会 焼津 清水

1部 14:00 JFAアカデミー福島 vs 橘中 協会 磐田 沼津

2部B 15:30 ジュビロ磐田 vs アスルクラロ沼津 協会 福島 橘

1部 14:00 JFAアカデミー福島 vs 浜松泉FC 協会 T-D 翔洋B

2部B 15:30 T-Dream FC vs 翔洋中B 協会 福島 浜松

1部 10:00 島田プリンセス vs ラガッツァ焼津 協会 沼津 静岡

2部A 11:30 アスルクラロ沼津 vs 静岡エルFC 協会 島田 焼津

13:00 vs

14:30 vs

1部 14:00 橘中 vs ASR Fukuroi FC 協会 順心 浜松

1部 15:30 藤枝順心SC vs 浜松泉FC 協会 橘 袋井

1部 10:00 橘中 vs 翔洋中 協会 Fuji 焼津

2部A 11:30 FC Fujiメジェール vs ラガッツァ焼津 協会 橘 翔洋
2部1位決定戦 10:00 2部A1位 vs 2部B1位 協会 協会 協会

TM 11:30 浜松泉FC vs 静岡エルFC

第14回　静岡県女子ジュニアユースサッカーリーグ　日程表
2018/8/7

試合日 会場 当番 カテゴリー 試合開始 組合せ
審　判

9月8日 （土） 中島人工芝 翔洋B

9月9日 （日） 蛇塚北 清水FC

9月15日 （土） 蛇塚北 翔洋

9月30日 （日） 原野谷川親水公園 Fukuroi

10月7日 （日） 富士川憩いの広場 FC Fuji

10月13日 （土） 順心高 順心

11月10日 （土） 帝人 福島

10月20日 （土） 石津浜

11月3日 （祝土） 石津浜 焼津

11月3日 （祝土） 常葉諏訪 橘

11月17日 （土） 帝人 福島

11月23日 （祝金） 清水南中 清水南

11月25日 （日） 帝人 福島

12月1日 （土） 石津浜 焼津

12月2日 （日） 帝人 福島

12月9日 （日） 帝人 福島

12月22日 （土） 石津浜 焼津

12月22日 （土） 常葉諏訪 橘

※　2部リーグBブロック　東海大翔洋中Bチームは規定によりオープン参加（公式記録無）となります。

12月24日 （祝月） 焼津市営 焼津

1月27日 （日） 中島人工芝
静岡
橘


