
節 月 日 曜日 地区 会場 kickoff チーム名 チーム名
当番チーム

東雁来東 １０：００ コンサドーレ札幌U-18 ｖｓ 北海高校

東雁来東 １２：0５ 旭川実業高校 ｖｓ 北海道大谷室蘭高校

東雁来西 １１：００ 札幌第一高校 ｖｓ 駒大苫小牧高校

東雁来西 １３：0５ 札幌大谷高校 ｖｓ 帯広北高校

東雁来東 １０：００ 駒大苫小牧高校 ｖｓ 北海高校

東雁来東 １２：0５ コンサドーレ札幌U-18 ｖｓ 北海道大谷室蘭高校

東雁来西 １１：００ 旭川実業高校 ｖｓ 帯広北高校

東雁来西 １３：0５ 札幌第一高校 ｖｓ 札幌大谷高校

東雁来東 １０：００ 旭川実業高校 ｖｓ 札幌第一高校

東雁来東 １２：0５ 北海道大谷室蘭高校 ｖｓ 帯広北高校

東雁来西 １１：００ 札幌大谷高校 ｖｓ 北海高校

東雁来西 １３：0５ コンサドーレ札幌U-18 ｖｓ 駒大苫小牧高校

旭川東光スポーツ公園Ａ １０：００ 帯広北高校 ｖｓ 札幌第一高校

旭川東光スポーツ公園Ａ １２：３０ コンサドーレ札幌U-18 ｖｓ 札幌大谷高校

旭川東光スポーツ公園Ｂ １０：００ 駒大苫小牧高校 ｖｓ 旭川実業高校

旭川東光スポーツ公園Ｂ １２：３０ 北海道大谷室蘭高校 ｖｓ 北海高校

帯広の森球技場A １０：００ 駒大苫小牧高校 ｖｓ 札幌大谷高校

帯広の森球技場A １２：0５ 北海道大谷室蘭高校 ｖｓ 札幌第一高校

帯広の森球技場B １１：００ コンサドーレ札幌U-18 ｖｓ 帯広北高校

帯広の森球技場B １３：0５ 旭川実業高校 ｖｓ 北海高校

浜厚真野源運動公園Ａ １０：００ 駒大苫小牧高校 ｖｓ 北海道大谷室蘭高校

浜厚真野源運動公園Ａ １２：0５ 札幌大谷高校 ｖｓ 旭川実業高校

浜厚真野源運動公園B １１：００ 帯広北高校 ｖｓ 北海高校

浜厚真野源運動公園B １３：0５ コンサドーレ札幌U-18 ｖｓ 札幌第一高校

入江陸上競技場 １０：００ 札幌大谷高校 ｖｓ 北海道大谷室蘭高校

入江陸上競技場 １２：0５ 札幌第一高校 ｖｓ 北海高校

入江多目的グラウンド １１：００ コンサドーレ札幌U-18 ｖｓ 旭川実業高校

入江多目的グラウンド １３：0５ 帯広北高校 ｖｓ 駒大苫小牧高校

5 8 日

5 6 25 土

6 7 10 日

7 7 16 土

3 5 3 火

4

1 4 24 日

2 4 29 金

札幌

札幌

札幌

旭川

十勝

苫小牧

室蘭

駒大苫小牧

大谷室蘭

帯広北

北海

札幌第一

北海

札幌大谷

札幌第一

北海

高円宮杯U-18サッカーリーグ２０１６プリンスリーグ北海道　日程会場

前　期

旭川実業



節 月 日 曜日 地区 会場 kickoff チーム名 チーム名
当番チーム

東雁来西 １０：００ 北海高校 ｖｓ コンサドーレ札幌U-18

東雁来西 １２：0５ 北海道大谷室蘭高校 ｖｓ 旭川実業高校

SSAP人工芝 １１：００ 駒大苫小牧高校 ｖｓ 札幌第一高校

SSAP人工芝 １３：0５ 帯広北高校 ｖｓ 札幌大谷高校

旭川東光スポーツ公園Ａ １０：００ 北海高校 ｖｓ 駒大苫小牧高校

旭川東光スポーツ公園Ａ １２：３０ 北海道大谷室蘭高校 ｖｓ コンサドーレ札幌U-18

旭川東光スポーツ公園Ｂ １０：００ 帯広北高校 ｖｓ 旭川実業高校

旭川東光スポーツ公園Ｂ １２：３０ 札幌大谷高校 ｖｓ 札幌第一高校

白旗山競技場A １０：００ 札幌第一高校 ｖｓ 旭川実業高校

白旗山競技場A １２：0５ 帯広北高校 ｖｓ 北海道大谷室蘭高校

白旗山競技場B １１：００ 北海高校 ｖｓ 札幌大谷高校

白旗山競技場B １３：0５ 駒大苫小牧高校 ｖｓ コンサドーレ札幌U-18

入江芝生広場 １０：００ 札幌第一高校 ｖｓ 帯広北高校

入江芝生広場 １２：0５ 札幌大谷高校 ｖｓ コンサドーレ札幌U-18

入江多目的グラウンド １１：００ 旭川実業高校 ｖｓ 駒大苫小牧高校

入江多目的グラウンド １３：0５ 北海高校 ｖｓ 北海道大谷室蘭高校

帯広の森球技場A １０：００ 札幌大谷高校 ｖｓ 駒大苫小牧高校

帯広の森球技場A １２：0５ 札幌第一高校 ｖｓ 北海道大谷室蘭高校

帯広の森球技場B １１：００ 帯広北高校 ｖｓ コンサドーレ札幌U-18

帯広の森球技場B １３：0５ 北海高校 ｖｓ 旭川実業高校

東雁来東 １２：００ 札幌第一高校 ｖｓ コンサドーレ札幌U-18

東雁来東 １４：0５ 旭川実業高校 ｖｓ 札幌大谷高校

東雁来西 １２：００ 北海高校 ｖｓ 帯広北高校

東雁来西 １４：0５ 北海道大谷室蘭高校 ｖｓ 駒大苫小牧高校

浜厚真野源運動公園Ａ １０：００ 北海道大谷室蘭高校 ｖｓ 札幌大谷高校

浜厚真野源運動公園Ａ １２：0５ 北海高校 ｖｓ 札幌第一高校

浜厚真野源運動公園B １１：００ 旭川実業高校 ｖｓ コンサドーレ札幌U-18

浜厚真野源運動公園B １３：0５ 駒大苫小牧高校 ｖｓ 帯広北高校
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後　期 ※７月１８日（月祝）・９月２２日（木祝）を予備日とする。

駒大苫小牧

室蘭

十勝

札幌

苫小牧

大谷室蘭

帯広北

札幌大谷

コンサドーレ

札幌大谷

コンサドーレ


