
平成２６年度こくみん共済サッカーリーグ
高岡・射水リーグ　Ｕ１２（前期）

Ａブロック　 （試合時間１５－５－１５）

月日 場所 時間 チーム名 チーム名 審判

9:00 大門 ＶＳ 野村 当該

9:40 氷見 ＶＳ 小杉南

10:20 万葉 ＶＳ 大門

11:00 たかおか ＶＳ レオーネ

11:40 小杉南 ＶＳ 野村

12:20 レオーネ ＶＳ 小杉

13:00 たかおか ＶＳ 万葉

13:40 小杉 ＶＳ 野村

14:20 たかおか ＶＳ 大門

9:00 小杉南 ＶＳ たかおか

9:40 氷見 ＶＳ 小杉

10:20 小杉南 ＶＳ レオーネ

11:00 万葉 ＶＳ 小杉

11:40 たかおか ＶＳ 氷見

12:20 小杉南 ＶＳ 万葉

13:00 小杉 ＶＳ たかおか

9:00 氷見 ＶＳ 万葉

9:40 レオーネ ＶＳ 野村

9:00 レオーネ ＶＳ 万葉

9:40 氷見 ＶＳ 野村

10:20 野村 ＶＳ 万葉

11:00 レオーネ ＶＳ 氷見

7月6日

7月19日

8月9日

8月10日

氷見大浦運動公園

氷見大浦運動公園

氷見大浦運動公園

氷見大浦運動公園



平成２６年度こくみん共済サッカーリーグ
高岡・射水リーグ　Ｕ１０（前期）

Ａブロック　 （試合時間１５－５－１５）

月日 場所 時間 チーム名 チーム名 審判

9:00 小杉南 ＶＳ 野村 当該

9:40 氷見 ＶＳ たかおか

10:20 レオーネ ＶＳ 小杉南

11:00 たかおか ＶＳ 野村

小杉南 ＶＳ 氷見

11:40 レオーネ ＶＳ たかおか

9:00 小杉南 ＶＳ たかおか

9:40 大門 ＶＳ 万葉

10:20 氷見 ＶＳ 小杉

11:00 大門 ＶＳ 小杉南

11:40 小杉 ＶＳ たかおか

13:00 万葉 ＶＳ 小杉南

13:40 大門 ＶＳ たかおか

9:00 氷見 ＶＳ レオーネ

9:40 野村 ＶＳ 小杉

10:20 レオーネ ＶＳ 万葉

11:00 野村 ＶＳ 大門

11:40 小杉 ＶＳ 万葉

12:20 大門 ＶＳ 氷見

13:00 レオーネ ＶＳ 野村

9:00 大門 ＶＳ 小杉

9:40 野村 ＶＳ 氷見

10:20 小杉 ＶＳ レオーネ

11:00 野村 ＶＳ 万葉

11:40 大門 ＶＳ レオーネ

12:20 万葉 ＶＳ 氷見

8月10日 氷見大浦運動公園

7月6日 氷見大浦運動公園

7月19日 氷見大浦運動公園

8月9日 氷見大浦運動公園



平成２６年度こくみん共済サッカーリーグ
高岡・射水リーグ　Ｕ１２（後期）

Ａブロック　 （試合時間１５－５－１５）

月日 場所 時間 チーム名 チーム名 審判

9:00 大門 ＶＳ 野村 当該

9:40 小杉南 ＶＳ たかおか

10:20 小杉 ＶＳ レオーネ

11:00 氷見 ＶＳ 万葉

11:40 大門 ＶＳ たかおか

12:20 小杉南 ＶＳ レオーネ

13:00 小杉 ＶＳ 万葉

13:40 氷見 ＶＳ 野村

9:00 大門 ＶＳ レオーネ

9:40 小杉南 ＶＳ 万葉

10:20 小杉 ＶＳ たかおか

11:00 氷見 ＶＳ 大門

11:40 野村 ＶＳ 小杉南

12:20 万葉 ＶＳ レオーネ

13:00 小杉 ＶＳ 野村

13:40 たかおか ＶＳ 氷見

9:00 大門 ＶＳ 万葉

9:40 小杉南 ＶＳ 小杉

10:20 レオーネ ＶＳ たかおか

11:00 大門 ＶＳ 小杉

11:40 万葉 ＶＳ たかおか

12:20 レオーネ ＶＳ 野村

9:00 氷見 ＶＳ 小杉

9:40 大門 ＶＳ 小杉南

9:00 野村 ＶＳ 万葉

9:40 氷見 ＶＳ レオーネ

10:20 野村 ＶＳ たかおか

11:00 氷見 ＶＳ 小杉南

10月18日 氷見大浦運動公園

11月3日 氷見大浦運動公園

9月6日 氷見大浦運動公園

9月7日 氷見大浦運動公園

9月15日 氷見大浦運動公園



平成２６年度こくみん共済サッカーリーグ
高岡・射水リーグ　Ｕ１０（後期）

Ａブロック　 （試合時間１５－５－１５）

月日 場所 時間 チーム名 チーム名 審判

9:00 小杉南 ＶＳ たかおか 当該

9:40 氷見 ＶＳ 万葉

10:20 大門 ＶＳ 野村

11:00 小杉南 ＶＳ レオーネ

11:40 小杉 ＶＳ 万葉

12:20 大門 ＶＳ たかおか

13:00 氷見 ＶＳ 野村

13:40 小杉 ＶＳ レオーネ

9:00 小杉 ＶＳ たかおか

9:40 大門 ＶＳ レオーネ

10:20 小杉 ＶＳ 野村

11:00 小杉南 ＶＳ 万葉

11:40 たかおか ＶＳ 氷見

12:20 野村 ＶＳ 小杉南

13:00 万葉 ＶＳ レオーネ

13:40 氷見 ＶＳ 大門

9:00 小杉南 ＶＳ 小杉

9:40 万葉 ＶＳ たかおか

10:20 レオーネ ＶＳ 野村

11:00 大門 ＶＳ 万葉

11:40 レオーネ ＶＳ たかおか

12:20 大門 ＶＳ 小杉

9:00 大門 ＶＳ 小杉南

9:40 氷見 ＶＳ 小杉

9:00 氷見 ＶＳ レオーネ

9:40 野村 ＶＳ たかおか

10:20 氷見 ＶＳ 小杉南

11:00 野村 ＶＳ 万葉

10月18日 氷見大浦運動公園

11月3日 氷見大浦運動公園

9月6日 氷見大浦運動公園

9月7日 氷見大浦運動公園

9月15日 氷見大浦運動公園



平成２６年度こくみん共済サッカーリーグ

高岡・射水リーグ　Ｕ１２（前期）

Ａブロック 大門 小杉南 小杉 氷見 万葉 レオーネ たかおか 野村 勝点 得点 失点 得失点差 順位

大門 - - - -

小杉南 - -

小杉 - -

氷見 -

万葉

レオーネ -

たかおか -

野村 -

※表中「-」は日程上消化不可

※表中「-」は0対0（引分け）とする

平成２６年度こくみん共済サッカーリーグ

高岡・射水リーグ　Ｕ１０（前期）

Ａブロック 大門 小杉南 小杉 氷見 万葉 レオーネ たかおか 野村 勝点 得点 失点 得失点差 順位

大門

小杉南 -

小杉 -

氷見

万葉 -

レオーネ

たかおか -

野村

※表中「-」は日程上消化不可

※表中「-」は0対0（引分け）とする

#############



平成２６年度こくみん共済サッカーリーグ

高岡・射水リーグ　Ｕ１２（後期）

Ａブロック 大門 小杉南 小杉 氷見 万葉 レオーネ たかおか 野村 勝点 得点 失点 得失点差 順位

大門

小杉南

小杉

氷見

万葉

レオーネ

たかおか

野村

平成２６年度こくみん共済サッカーリーグ

高岡・射水リーグ　Ｕ１０（後期）

Ａブロック 大門 小杉南 小杉 氷見 万葉 レオーネ たかおか 野村 勝点 得点 失点 得失点差 順位

大門

小杉南

小杉

氷見

万葉

レオーネ

たかおか

野村

#############


