
 第３５回　高岡市春季少年サッカー大会（ジュニアの部）
(兼)ポカリスエットＵ－１０サッカーリーグｉｎ富山県高岡ドリームリーグ2012

【前期リーグ】
チーム名 伏　木 ジョカ高岡 プリメーラ 定　塚 南　星 成　美 野　村 万　葉 レオーネ たかおか 高岡西部 カンピオーネ 氷　見 戸　出 中　田 勝点 勝ち 分け 負け 得点 失点 得失差 順位

伏　木

ジョカ高岡
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戸　出

中　田

第１節 時　間 ピッチＡ 主審 副審 ピッチＢ 主審 副審

4月29日

1 9:00 伏　木 vs 定　塚 戸　出 中　田 ジョカ高岡 vs プリメーラ 野　村 氷　見

2 9:40 南　星 vs 野　村 伏　木 定　塚 成　美 vs レオーネ ジョカ高岡 プリメーラ

3 10:20 伏　木 vs 万　葉 南　星 野　村 ジョカ高岡 vs たかおか 成　美 レオーネ

4 11:00 プリメーラ vs 南　星 伏　木 万　葉 定　塚 vs 成　美 ジョカ高岡 たかおか

氷見 5 11:40 野　村 vs たかおか プリメーラ 南　星 万　葉 vs レオーネ 定　塚 成　美

6 12:20 高岡西部 vs 伏　木 野　村 たかおか カンピオーネ vs 中　田 万　葉 レオーネ

7 13:00 プリメーラ vs 戸　出 高岡西部 伏　木 定　塚 vs 氷　見 カンピオーネ 中　田

8 13:40 高岡西部 vs 南　星 プリメーラ 戸　出 成　美 vs カンピオーネ 定　塚 氷　見

9 14:20 戸　出 vs 中　田 高岡西部 南　星 野　村 vs 氷　見 成　美 カンピオーネ

第２節 時　間 ピッチＡ 主審 副審 ピッチＢ 主審 副審

2 9:50 中　田 vs 氷　見 ジョカ高岡 野　村

万　葉

3 10:30 カンピオーネ vs たかおか

南　星

中　田

vs 戸　出

戸　出 vs 高岡西部 定　塚

たかおか

氷　見 vs氷　見

レオーネ

成　美 中　田 高岡西部

高岡西部

4 11:10 中　田 vs 高岡西部 カンピオーネ

カンピオーネ vs 野　村 氷　見 万　葉

氷見 6 12:30 たかおか vs 南　星 戸　出 成　美 レオーネ vs プリメーラ カンピオーネ 野　村

7 13:10 中　田 vs 万　葉 たかおか 南　星 戸　出 vs 伏　木 レオーネ プリメーラ

8 13:50 ジョカ高岡 vs 成　美 中　田 万　葉 定　塚 vs 野　村 戸　出 伏　木

9 14:30 プリメーラ vs たかおか ジョカ高岡 成　美 伏　木 vs カンピオーネ 定　塚 野　村

10 15:10 ジョカ高岡 vs 野　村 プリメーラ たかおか 定　塚 vs 万　葉 伏　木 カンピオーネ

第３節 時　間 ピッチＡ 主審 副審 ピッチＢ 主審 副審

5月6日

1 9:00 ジョカ高岡 vs レオーネ 中　田 プリメーラ 戸　出 vs たかおか 野　村 成　美

2 9:40 高岡西部 vs 定　塚 ジョカ高岡 レオーネ 氷　見 vs 南　星 戸　出 たかおか

3 10:20 ジョカ高岡 vs 万　葉 高岡西部 定　塚 プリメーラ vs カンピオーネ 氷　見 南　星

4 11:00 高岡西部 vs レオーネ ジョカ高岡 万　葉 たかおか vs 伏　木 プリメーラ カンピオーネ

氷見 5 11:40 氷　見 vs 成　美 高岡西部 レオーネ 南　星 vs 戸　出 たかおか 伏　木

6 12:20 プリメーラ vs 万　葉 氷　見 成　美 定　塚 vs カンピオーネ 南　星 戸　出

7 13:00 中　田 vs ジョカ高岡 プリメーラ 万　葉 野　村 vs 高岡西部 定　塚 カンピオーネ

8 13:40 伏　木 vs 南　星 中　田 ジョカ高岡 レオーネ vs 定　塚 野　村 高岡西部

9 14:20 中　田 vs プリメーラ 伏　木 南　星 野　村 vs 成　美 レオーネ 定　塚

1 9:00

5月5日

氷見U-12 vs 南星U-12

5 11:50 戸　出 vs

たかおかU-12 vs 氷見U-12 南星 伏木

たかおか ﾌﾟﾘﾒｰﾗ

万　葉 レオーネ 南　星

高岡市サッカー協会学童連盟


