
2017年度　高円宮U18道南ブロックリーグ　対戦表　【前期】

節 日程 時間 会場 時間 会場 時間 会場 時間 会場

第1節 4月15日 13:00 函大有斗 ｖｓ 苫小牧東 12:00 浦河 浦河 vs 室清水 10:00 室蘭栄 vs 登別青嶺 10:00 函館稜北 vs 函館大谷２

土 15:00 北海道栄 ｖｓ 苫小牧中央 12:00 大谷室３ vs 苫中２ 12:00 苫小牧駒澤 ｖｓ 函館大谷

11:00 大谷室蘭2nd ｖｓ 苫小牧工業 14:00 室蘭東翔 vs 苫工２ 14:00 市立函館 vs 函館ラサール

13:00 苫駒２ vs 白老東 10:00 函館工業 vs 函館中部

12:00 伊達緑 vs 函大有斗２

14:00 函館西 vs 七飯

第2節 5月6日 10:00 苫小牧駒澤 ｖｓ 苫小牧工業 12:00 浦河 室蘭栄 vs 浦河 10:00 大谷室３ vs 登別青嶺 10:00 函館工業 vs 函館西

土 12:00 静内 vs 白老東 12:00 大谷室蘭2nd ｖｓ 苫小牧中央 12:00 函館大谷 ｖｓ 苫小牧東

14:00 苫駒２ vs 苫工２ 10:00 室蘭東翔 vs 室清水 14:00 函大有斗 ｖｓ 北海道栄

12:00 伊達緑 vs 函館中部 10:00 市立函館 vs 函大有斗２

12:00 函館稜北 vs 七飯

14:00 函館ラサール vs 函館大谷２

第3節 5月13日 10:00 苫小牧駒澤 ｖｓ 苫小牧東 11:00 静内 静内 vs 苫中２ 10:00 室蘭東翔 vs 室蘭栄 10:00 函大有斗２ vs 函館中部

土 12:00 苫小牧工業 ｖｓ 苫小牧中央 12:00 伊達緑 vs 函館西 12:00 大谷室蘭2nd ｖｓ 函大有斗

10:00 白老東 vs 苫工２ 11:00 苫駒２ vs 室清水 14:00 函館ラサール vs 七飯

12:00 函館大谷 ｖｓ 北海道栄 13:00 大谷室３ vs 浦河 11:00 市立函館 vs 函館大谷２

13:00 函館稜北 vs 函館工業

6月3日 未定 苫小牧中央 ｖｓ 函大有斗

第4節 6月4日 10:00 苫小牧駒澤 ｖｓ 苫小牧中央 11:00 静内 静内 vs 苫工２ 10:00 大谷室３ vs 室蘭東翔 11:00 市立函館 vs 函館中部

日 12:00 苫駒２ vs 室蘭栄 12:00 函館大谷 ｖｓ 大谷室蘭2nd 13:00 函館大谷２ vs 七飯

14:00 苫中２ vs 登別青嶺 10:00 白老東 vs 室清水 11:00 函大有斗２ vs 函館西

未定 苫小牧東 ｖｓ 北海道栄 12:00 伊達緑 vs 函館稜北 13:00 函館ラサール vs 函館工業

未定 苫小牧工業 ｖｓ 函大有斗

第5節 6月10日 11:00 苫小牧駒澤 ｖｓ 北海道栄 12:00 浦河 苫中２ vs 浦河 10:00 白老東 vs 室蘭栄 11:00 函大有斗２ vs 函館稜北

土 13:00 苫駒２ vs 大谷室３ 12:00 函館ラサール vs 伊達緑 13:00 苫小牧工業 ｖｓ 函館大谷

※別 14:00 苫小牧東 ｖｓ 大谷室蘭2nd 10:00 函館中部 vs 函館西

6月3日 10:00 苫工２ vs 室清水 12:00 市立函館 vs 七飯

12:00 静内 vs 登別青嶺 14:00 函館大谷２ vs 函館工業

ウインドウ１＆再エントリー
第6節 6月24日 未定 苫小牧中央 ｖｓ 函館大谷 11:00 静内 vs 室清水 13:00 まなび 函館大谷２ vs 伊達緑 11:00 市立函館 vs 函館西

土 未定 苫小牧東 ｖｓ 苫小牧工業 13:00 登別青嶺 vs 浦河 13:00 函館中部 vs 函館稜北

11:00 苫工２ vs 室蘭栄 12:00 七飯 vs 函館工業

13:00 白老東 vs 大谷室３ 14:00 函大有斗２ vs 函館ラサール

10:00 北海道栄 ｖｓ 大谷室蘭2nd

12:00 苫小牧駒澤 ｖｓ 函大有斗

14:00 苫中２ vs 室蘭東翔

第7節 7月2日 未定 苫小牧中央 ｖｓ 苫小牧東 11:00 静内 静内 vs 浦河 未定 入江 苫小牧駒澤 ｖｓ 大谷室蘭2nd 10:00 市立函館 vs 函館工業

日 未定 北海道栄 ｖｓ 苫小牧工業 未定 室清水 vs 室蘭栄 12:00 函大有斗 ｖｓ 函館大谷

11:00 苫工２ vs 大谷室３ 未定 登別青嶺 vs 室蘭東翔 14:00 函館西 vs 函館稜北

13:00 苫中２ vs 苫駒２ 11:00 函館中部 vs 函館ラサール

13:00 函館大谷２ vs 函大有斗２
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2017年度　高円宮U18道南ブロックリーグ　対戦表　【後期】

節 日程 時間 会場 時間 会場 時間 会場 時間 会場

第8節 7月8日 未定 駒大 苫小牧駒澤 ｖｓ 函館大谷 未定 多目的 大谷室蘭2nd ｖｓ 苫小牧工業 11:00 七飯 vs 函大有斗２

土 未定 芝 室清水 vs 大谷室３ 13:00 函館西 vs 函館ラサール

別日程 7月9日 未定 未定 函館西 vs 函館大谷２

日

別日程 7月15日 10:00 北海道栄 ｖｓ 苫小牧中央 11:00 七飯 ｖｓ 伊達緑 11:00 函館中部 vs 函館大谷２

土 12:00 登別青嶺 vs 苫駒２ 13:00 浦河 vs 室蘭東翔 13:00 函大有斗 ｖｓ 苫小牧東

14:00 苫中２ vs 白老東

別日程 7月17日 未定 未定 函館大谷 ｖｓ 苫小牧東 未定 未定 函館工業 ｖｓ 伊達緑

月

別日程 7月22日 11:00 静内 静内 vs 室蘭栄 11:00 市立 市立函館 ｖｓ 函館稜北

土

第9節 7月23日 未定 苫小牧駒澤 ｖｓ 苫小牧工業 11:00 静内 静内 vs 室蘭東翔 10:00 室蘭栄 vs 大谷室３ 10:00 函館稜北 vs 函館ラサール

日 未定 浦河 vs 苫駒２ 12:00 登別青嶺 vs 白老東 12:00 七飯 vs 函館中部

10:00 大谷室蘭2nd ｖｓ 苫小牧中央 12:00 芝 市立函館 vs 伊達緑 14:00 函館工業 vs 函大有斗２

12:00 函大有斗 ｖｓ 北海道栄

14:00 苫工２ vs 苫中２

第10節 7月30日 未定 苫小牧駒澤 ｖｓ 苫小牧東 12:00 浦河 浦河 vs 白老東 10:00 室蘭東翔 vs 苫駒２ 12:00 FP有斗 函館大谷 ｖｓ 北海道栄

日 室清水 vs 苫中２ 12:00 登別青嶺 vs 苫工２

苫小牧工業 ｖｓ 苫小牧中央 12:00 大谷室蘭2nd ｖｓ 函大有斗

14:00 静内 vs 大谷室３

第11節 8月6日 苫小牧東 ｖｓ 北海道栄 11:00 静内 静内 vs 苫駒２ 10:00 室清水 vs 登別青嶺 11:00 苫小牧工業 ｖｓ 函大有斗

日 苫小牧駒澤 ｖｓ 苫小牧中央 12:00 室蘭栄 vs 苫中２ 13:00 函館大谷 ｖｓ 大谷室蘭2nd

11:00 浦河 vs 苫工２

13:00 室蘭東翔 vs 白老東

第12節 8月19日 苫小牧駒澤 ｖｓ 北海道栄 FP有斗 苫小牧中央 ｖｓ 函大有斗

土 苫小牧工業 ｖｓ 函館大谷

苫小牧東 ｖｓ 大谷室蘭2nd

ウインドウ２＆再エントリー
第13節 9月10日 駒大 苫小牧東 ｖｓ 苫小牧工業 11:00 大谷 北海道栄 ｖｓ 大谷室蘭2nd 11:00 苫小牧駒澤 ｖｓ 函大有斗

日 13:00 苫小牧中央 ｖｓ 函館大谷

第14節 9月24日 苫小牧中央 ｖｓ 苫小牧東 11:00 有斗 函大有斗 ｖｓ 函館大谷

日 北海道栄 ｖｓ 苫小牧工業

苫小牧駒澤 ｖｓ 大谷室蘭2nd

駒大

駒大 多目的 有斗

苫工

駒大

FP
有斗

駒大 多目的
ラサール

道栄

駒大
東翔

大谷

苫小牧 日高 室蘭 函館

FP
有斗

道栄
まなび 中部


