
節 開催予定日 地区 ホーム キックオフ アウェイ 実施日 運営担当 予定会場

４月１３日（土） 函 フロンティア 10:00 登別ＦＣ ４月１４日（日） フロンティア 函館ＦＰ

４月１４日（日） 苫 エルソーレ 10:00 桜蘭中

苫 啓明中 11:45 伊達中

室 北湘南 10:00 室蘭ＳＣ ４月１４日（日） 北湘南 緑ヶ丘人工芝B

４月２８日（日） 室 室蘭ＳＣ 10:00 伊達中

４月２９日（月） 室 桜蘭中 11:45 北湘南

苫 啓明中 10:00 登別ＦＣ

苫 エルソーレ 11:45 フロンティア

４月３０日（火） 室 桜蘭中 10:00 啓明中

５月　１日（水） 室 室蘭ＳＣ 11:45 エルソーレ

室 伊達中 13:00 登別ＦＣ ４月３０日（火） 伊達中 まなびの里

函 フロンティア 10:00 北湘南 ５月　１日（水） フロンティア 函館ＦＰ

５月１８日（土） 室 北湘南 10:00 伊達中

５月１９日（日） 室 桜蘭中 11:45 登別ＦＣ

函 フロンティア 10:00 室蘭ＳＣ ５月１８日（土） フロンティア 函館ＦＰ

苫 エルソーレ 9:00 啓明中 ５月１８日（土） エルソーレ 緑ヶ丘人工芝Ａ

６月　１日（土） 室 伊達中 10:00 エルソーレ

室 桜蘭中 11:45 フロンティア

室 登別ＦＣ 10:00 北湘南

室 室蘭ＳＣ 11:45 啓明中

６月　８日（土） 苫 エルソーレ 10:00 登別ＦＣ

苫 啓明中 11:45 北湘南

室 室蘭ＳＣ 10:00 桜蘭中

室 伊達中 11:45 フロンティア

７月２０日（土） 函 フロンティア 10:00 啓明中 ７月２０日（土） フロンティア 函館ＦＰ（天然芝）

７月２１日（日） 室 伊達中 13:00 桜蘭中 ７月２０日（土） 伊達中 大滝優徳

室 北湘南 10:00 エルソーレ

室 登別ＦＣ 11:45 室蘭ＳＣ

７月２７日（土） 室 桜蘭中 10:00 エルソーレ

室 伊達中 11:45 啓明中

室 登別ＦＣ 10:00 フロンティア

室 室蘭ＳＣ 11:45 北湘南

８月３１日（土） 室 伊達中 8:30 室蘭ＳＣ

９月　１日（日） 室 北湘南 10:10 桜蘭中

室 登別ＦＣ 11:50 啓明中

函 フロンティア 10:00 エルソーレ ９月１日（日） フロンティア トルナーレ

９月　７日（土） 苫 啓明中 10:00 桜蘭中

苫 エルソーレ 11:45 室蘭ＳＣ

室 登別ＦＣ 10:00 伊達中

室 北湘南 11:45 フロンティア

９月２１日（土） 室 伊達中 10:00 北湘南

９月２２日（日） 室 室蘭ＳＣ 11:45 フロンティア

室 登別ＦＣ 13:00 桜蘭中 ９月２２日（日） 登別ＦＣ まなびの里

苫 啓明中 9:00 エルソーレ ９月２１日（土） 啓明中 緑ヶ丘天然芝

１０月　５日（土） 苫 エルソーレ 10:00 伊達中

苫 啓明中 11:45 室蘭ＳＣ

室 北湘南 9:00 登別ＦＣ １０月　５日（土） 北湘南 まなびの里

函 フロンティア 10:00 桜蘭中 １０月　５日（土） フロンティア 函館ＦＰ

１０月　６日（日） 室 登別ＦＣ 10:00 エルソーレ
（１０月１４日
(月））

室 北湘南 11:45 啓明中

室 桜蘭中 13:00 室蘭ＳＣ １０月　６日（日） 桜蘭中 まなびの里

函 フロンティア 10:00 伊達中 １０月１４日（月） フロンティア トルナーレ

１０月１２日（土） 苫 啓明中 10:00 フロンティア

１０月１３日（日） 苫 エルソーレ 11:45 北湘南

室 桜蘭中 13:00 伊達中 １０月１３日（日） 伊達中 まなびの里

室 室蘭ＳＣ 10:00 登別ＦＣ １０月１３日（日） 室蘭ＳＣ ポロモイ
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