
節 開催予定日 地区 ホーム アウェイ 実施日 運営担当 予定会場

室蘭 伊達中学校 スプレッドセカンド ４/２２（土)

室蘭 桜蘭中学校 登別ＦＣ ４/２２(土)

苫小牧 エルソーレ 室蘭ＳＣ ４/２２(土) エルソーレ 駒澤大学

室蘭 北湘南ＳＳ プリマベーラ ４/16(日) 北湘南 まなびの里

室蘭 北湘南ＳＳ 桜蘭中学校 ４/２９(土) 桜蘭中 まなびの里

苫小牧 エルソーレ 伊達中学校 ４/３０(日) エルソーレ 駒澤大学

函館 プリマベーラ 室蘭ＳＣ ４/２９（土）

函館 スプレッドセカンド 登別ＦＣ ４/２９（土）

室蘭 室蘭ＳＣ 伊達中学校 ５/５(金)

室蘭 登別ＦＣ エルソーレ ５/５(金)

函館 スプレッドセカンド 北湘南ＳＳ ５/５(金)

函館 プリマベーラ 桜蘭中学校 ５/５(金)

室蘭 北湘南ＳＳ 登別ＦＣ ５/２1（日） 北湘南 洞爺ポロモイ

苫小牧 エルソーレ 桜蘭中学校 5/13（土） エルソーレ 野原サッカー場

函館 スプレッドセカンド 室蘭ＳＣ ５/１３（土）

函館 プリマベーラ 伊達中学校 ５/１３（土）

室蘭 北湘南ＳＳ エルソーレ ５/２０（土）

室蘭 登別ＦＣ 伊達中学校 ５/２０（土）

室蘭 室蘭ＳＣ 桜欄中学校 ５/２１（日） 室蘭ＳＣ まなびの里

函館 プリマベーラ スプレッドセカンド ５/２０（土） プリマベーラ 函館フットボールパーク

室蘭 登別ＦＣ プリマベーラ ６/３(土) 登別ＦＣ まなびの里

室蘭 北湘南ＳＳ 室蘭ＳＣ ６/４(日)

室蘭 伊達中学校 桜蘭中学校 ６/４(日)

苫小牧 エルソーレ スプレッドセカンド ６/３（土） エルソーレ 野原サッカー場

室蘭 桜蘭中学校 スプレッドセカンド ６/１0(土)

室蘭 伊達中学校 北湘南ＳＳ ６/１0(土)

室蘭 室蘭ＳＣ 登別ＦＣ ６/１１(日) 室蘭ＳＣ まなびの里

苫小牧 エルソーレ プリマベーラ ６/10（土） エルソーレ 野原サッカー場

函館 プリマベーラ 北湘南ＳＳ ７/２２（土）

函館 スプレッドセカンド 伊達中学校 ７/２２（土）

室蘭 登別ＦＣ 桜蘭中学校 ７/２３(日)

室蘭 室蘭ＳＣ エルソーレ ７/２３(日)

室蘭 登別ＦＣ スプレッドセカンド ７/２９(土)

室蘭 室蘭ＳＣ プリマベーラ ７/２９(土)

室蘭 伊達中学校 エルソーレ ７/３０(日)

室蘭 桜蘭中学校 北湘南ＳＳ ７/３０(日)

室蘭 桜蘭中学校 プリマベーラ　 ９/２(土) 桜蘭中 大滝

室蘭 北湘南ＳＳ スプレッドセカンド ９/３(日)

室蘭 伊達中学校 室蘭ＳＣ ９/３（日）

苫小牧 エルソーレ 登別ＦＣ ９/２（土） エルソーレ 野原サッカー場

室蘭 室蘭ＳＣ スプレッドセカンド ９/１６（土）

室蘭 伊達中学校 プリマベーラ ９/１６（土）

室蘭 桜蘭中学校 エルソーレ 　９/１７（日）

室蘭 登別ＦＣ 北湘南ＳＳ 　９/１７（日）

室蘭 伊達中学校 登別ＦＣ ９/２４（日）

室蘭 桜蘭中学校 室蘭ＳＣ ９/２４（日）

苫小牧 エルソーレ 北湘南ＳＳ ９/２４（日） エルソーレ 野原サッカー場

函館 スプレッドセカンド プリマベーラ ９/２３（土） スプレッド 函館フットボールパーク

函館 プリマベーラ 登別ＦＣ １０/1（日）

函館 スプレッドセカンド エルソーレ １０/1（日）

室蘭 桜蘭中学校 伊達中学校 １０/８(日)

室蘭 室蘭ＳＣ 北湘南ＳＳ １０/８(日)

室蘭 登別ＦＣ 室蘭ＳＣ １０/１４(土) 室蘭ＳＣ まなびの里

室蘭 北湘南ＳＳ 伊達中学校 １０/１４(土) 伊達中 洞爺ポロモイ

函館 スプレッドセカンド 桜蘭中学校 １０/１４(土)

函館 プリマベーラ エルソーレ １０/１４(土)

北湘南 まなびの里

14 １０/１４（土）

スプレッド 函館フットボールパーク

12
９/２３（土）
９/２４（日）

登別ＦＣ 洞爺ポロモイ

13
１０/　1（日）
１０/　８（日）

スプレッド 函館フットボールパーク

10
９/２（土）
９/３（日）

室蘭ＳＣ 大滝

11
９/１６（土）
９/１７（日）

伊達中 まなびの里

北湘南 まなびの里

9
７/２９（土）
７/３０（日）

室蘭ＳＣ 洞爺ポロモイ

北湘南 大滝

8
７/２２（土）
７/２３（日）

スプレッド 函館フットボールパーク

登別ＦＣ 洞爺ポロモイ

6
６/３（土）
６/４（日）

北湘南 洞爺ポロモイ

7
６/１０（土）
６/１１（日）

桜蘭中 洞爺ポロモイ

4
５/１３（土）
５/１４（日）

プリマベーラ 函館フットボールパーク

5
５/２０（土）
５/２１（日）

北湘南 まなびの里

2
４/.2９（土）
４/３０（日）

プリマベーラ 函館フットボールパーク

3 ５/５（金）

登別ＦＣ まなびの里

プリマベーラ 函館フットボールパーク
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1
４/.２２（土）
４/２３（日）

伊達中 まなびの里



節 開催予定日 地区 ホーム アウェイ 実施日 運営担当 予定会場

室蘭 伊達中学校 スプレッドセカンド ４/２２（土)

室蘭 桜蘭中学校 登別ＦＣ ４/２２(土)

苫小牧 エルソーレ 室蘭ＳＣ ４/２２(土) エルソーレ 駒澤大学

室蘭 北湘南ＳＳ プリマベーラ ４/16(日) 北湘南 まなびの里

室蘭 北湘南ＳＳ 桜蘭中学校 ４/２９(土) 桜蘭中 まなびの里

苫小牧 エルソーレ 伊達中学校 ４/３０(日) エルソーレ 駒澤大学

函館 プリマベーラ 室蘭ＳＣ ４/２９（土）

函館 スプレッドセカンド 登別ＦＣ ４/２９（土）

室蘭 室蘭ＳＣ 伊達中学校 ５/５(金)

室蘭 登別ＦＣ エルソーレ ５/５(金)

函館 スプレッドセカンド 北湘南ＳＳ ５/５(金)

函館 プリマベーラ 桜蘭中学校 ５/５(金)

室蘭 北湘南ＳＳ 登別ＦＣ ５/２1（日） 北湘南 洞爺ポロモイ

苫小牧 エルソーレ 桜蘭中学校 5/13（土） エルソーレ 野原サッカー場

函館 スプレッドセカンド 室蘭ＳＣ ５/１３（土）

函館 プリマベーラ 伊達中学校 ５/１３（土）

室蘭 北湘南ＳＳ エルソーレ ５/２０（土）

室蘭 登別ＦＣ 伊達中学校 ５/２０（土）

室蘭 室蘭ＳＣ 桜欄中学校 ５/２１（日） 室蘭ＳＣ まなびの里

函館 プリマベーラ スプレッドセカンド ５/２０（土） プリマベーラ 函館フットボールパーク

室蘭 登別ＦＣ プリマベーラ ６/３(土) 登別ＦＣ まなびの里

室蘭 北湘南ＳＳ 室蘭ＳＣ ６/４(日)

室蘭 伊達中学校 桜蘭中学校 ６/４(日)

苫小牧 エルソーレ スプレッドセカンド ６/３（土） エルソーレ 野原サッカー場

室蘭 桜蘭中学校 スプレッドセカンド ６/１0(土)

室蘭 伊達中学校 北湘南ＳＳ ６/１0(土)

室蘭 室蘭ＳＣ 登別ＦＣ ６/１１(日) 室蘭ＳＣ まなびの里

苫小牧 エルソーレ プリマベーラ ６/10（土） エルソーレ 野原サッカー場

函館 プリマベーラ 北湘南ＳＳ ７/２２（土）

函館 スプレッドセカンド 伊達中学校 ７/２２（土）

室蘭 登別ＦＣ 桜蘭中学校 ７/２３(日)

室蘭 室蘭ＳＣ エルソーレ ７/２３(日)

室蘭 登別ＦＣ スプレッドセカンド ７/２９(土)

室蘭 室蘭ＳＣ プリマベーラ ７/２９(土)

室蘭 伊達中学校 エルソーレ ７/３０(日)

室蘭 桜蘭中学校 北湘南ＳＳ ７/３０(日)

室蘭 桜蘭中学校 プリマベーラ　 ９/２(土) 桜蘭中 大滝

室蘭 北湘南ＳＳ スプレッドセカンド ９/３(日)

室蘭 伊達中学校 室蘭ＳＣ ９/３（日）

苫小牧 エルソーレ 登別ＦＣ ９/２（土） エルソーレ 野原サッカー場

室蘭 室蘭ＳＣ スプレッドセカンド ９/１６（土）

室蘭 伊達中学校 プリマベーラ ９/１６（土）

室蘭 桜蘭中学校 エルソーレ 　９/１７（日）

室蘭 登別ＦＣ 北湘南ＳＳ 　９/１７（日）

室蘭 伊達中学校 登別ＦＣ ９/２４（日）

室蘭 桜蘭中学校 室蘭ＳＣ ９/２４（日）

苫小牧 エルソーレ 北湘南ＳＳ ９/２４（日） エルソーレ 野原サッカー場

函館 スプレッドセカンド プリマベーラ ９/２３（土） スプレッド 函館フットボールパーク

函館 プリマベーラ 登別ＦＣ １０/1（日）

函館 スプレッドセカンド エルソーレ １０/1（日）

室蘭 桜蘭中学校 伊達中学校 １０/８(日)

室蘭 室蘭ＳＣ 北湘南ＳＳ １０/８(日)

室蘭 登別ＦＣ 室蘭ＳＣ １０/１４(土) 室蘭ＳＣ まなびの里

室蘭 北湘南ＳＳ 伊達中学校 １０/１４(土) 伊達中 洞爺ポロモイ

函館 スプレッドセカンド 桜蘭中学校 １０/１４(土)

函館 プリマベーラ エルソーレ １０/１４(土)

北湘南 まなびの里

14 １０/１４（土）

スプレッド 函館フットボールパーク

12
９/２３（土）
９/２４（日）

登別ＦＣ 洞爺ポロモイ

13
１０/　1（日）
１０/　８（日）

スプレッド 函館フットボールパーク

10
９/２（土）
９/３（日）

室蘭ＳＣ 大滝

11
９/１６（土）
９/１７（日）

伊達中 まなびの里

北湘南 まなびの里

9
７/２９（土）
７/３０（日）

室蘭ＳＣ 洞爺ポロモイ

北湘南 大滝

8
７/２２（土）
７/２３（日）

スプレッド 函館フットボールパーク

登別ＦＣ 洞爺ポロモイ

6
６/３（土）
６/４（日）

北湘南 洞爺ポロモイ

7
６/１０（土）
６/１１（日）

桜蘭中 洞爺ポロモイ

4
５/１３（土）
５/１４（日）

プリマベーラ 函館フットボールパーク

5
５/２０（土）
５/２１（日）

北湘南 まなびの里

2
４/.2９（土）
４/３０（日）

プリマベーラ 函館フットボールパーク

3 ５/５（金）

登別ＦＣ まなびの里

プリマベーラ 函館フットボールパーク
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1
４/.２２（土）
４/２３（日）

伊達中 まなびの里


