
 6月30日 更新 第2版

期日・会場 No 試合開始 主審 副審１ 副審２

◆7月11日(日) 1 10:00 桜丘SC 鳶尾Jr ブレッサ 深見SC 深見SC

宮久保グランド 2 10:40 ブレッサ 深見SC 桜丘SC 鳶尾Jr 鳶尾Jr

（会場責任者） 3 11:20 海老名K 桜丘SC 深見SC ブレッサ ブレッサ

桜丘SC　岩本 4 12:00 深見SC 鳶尾Jr 海老名K 桜丘SC 桜丘SC

090-6166-1745
5 12:40 ブレッサ 海老名K 深見SC 鳶尾Jr 鳶尾Jr

駐車制限　3台

◆7月17日(土) 1 10:00 LFC依知 海老名K フォレスト 深見SC 深見SC

依知南小学校 2 10:40 フォレスト 深見SC LFC依知 海老名K 海老名K

（会場責任者） 3 11:20 LFC依知 上南SC 深見SC フォレスト フォレスト

LFC依知　大木 4 12:00 鳶尾Jr フォレスト 上南SC LFC依知 LFC依知

080-5087-2062
5 12:40 深見SC 海老名K フォレスト 鳶尾Jr 鳶尾Jr

駐車台数　2台 6 13:20 上南SC 鳶尾Jr 桜丘SC 新磯SSS 新磯SSS

7 14:00 新磯SSS 桜丘SC 鳶尾Jr 上南SC 上南SC

◆7月17日(土) 1 14:00
三段の滝下多目的広場

2 14:40
（会場責任者） 3 15:20
新磯SSS　橘高 4 16:00
070-4816-6563

駐車制限４台

◆7月18日(日) 1 14:30 フォレスト ブレッサ 海老名K 鳶尾Jr 鳶尾Jr

上満寺多目的 2 15:10 海老名K 鳶尾Jr フォレスト ブレッサ ブレッサ

（会場責任者） 3 15:50 桜丘SC フォレスト 鳶尾Jr 海老名K 海老名K

フォレスト　山本

090-6485-6215

駐車制限　4台

令和３年度　U-12サッカーリーグ（県央地区リーグ後期Gブロック）

対戦

予備日
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期日・会場 No 試合開始 主審 副審１ 副審２

令和３年度　U-12サッカーリーグ（県央地区リーグ後期Gブロック）

対戦

◆8月28日(土) 1 12:00
ゆとりの森 2 12:40
（会場責任者） 3 13:20
桜丘SC　岩本 4 14:00
090-6166-1745

5 14:40
駐車制限5台(有料) 6 15:20

7 16:00

8 16:40

予備日
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期日・会場 No 試合開始 主審 副審１ 副審２

令和３年度　U-12サッカーリーグ（県央地区リーグ後期Gブロック）

対戦

◆9月4日(土) 1 10:00 桜丘SC 深見SC 新磯SSS フォレスト フォレスト

下福田グランド 2 10:40 新磯SSS フォレスト 桜丘SC 深見SC 深見SC

（会場責任者） 3 11:20 桜丘SC ブレッサ フォレスト 新磯SSS 新磯SSS

桜丘SC　岩本 4 12:00 深見SC 上南SC ブレッサ 桜丘SC 桜丘SC

090-6166-1745
5 12:40 鳶尾Jr ブレッサ 深見SC 上南SC 上南SC

駐車制限　３台 6 13:20 上南SC フォレスト 鳶尾Jr ブレッサ ブレッサ

7 14:00

8 14:40

◆9月11日(土) 1 14:00 新磯SSS ブレッサ 桜丘SC 上南SC 上南SC
三段の滝下多目的広場

2 14:40 桜丘SC 上南SC ブレッサ 新磯SSS 新磯SSS

（会場責任者） 3 15:20 新磯SSS 海老名K 上南SC 桜丘SC 桜丘SC

新磯SSS　橘高 4 16:00 上南SC ブレッサ 新磯SSS 海老名K 海老名K
070-4816-6563

駐車制限４台

◆9月12日(日) 1 10:00 LFC依知 フォレスト 上南SC 海老名K 海老名K

依知南小学校 2 10:40 上南SC 海老名K LFC依知 フォレスト フォレスト

（会場責任者） 3 11:20 LFC依知 鳶尾Jr 海老名K 上南SC 上南SC

LFC依知　大木

080-5087-2062

駐車台数　2台

◆9月18日(土) 1 14:00 新磯SSS 上南SC 海老名K フォレスト フォレスト

三段の滝下多目的広場
2 14:40 海老名K フォレスト 新磯SSS 上南SC 上南SC

（会場責任者） 3 15:20 新磯SSS 深見SC フォレスト 海老名K 海老名K

新磯SSS　橘高

070-4816-6563

駐車制限４台

◆9月25日(土) 1 10:00 LFC依知 ブレッサ 桜丘SC

依知南小学校 2 10:40
（会場責任者） 3 11:20 LFC依知 桜丘SC ブレッサ

LFC依知　大木

080-5087-2062

駐車制限２台 ※副審は協議し当該チームでも可

◆9月25日(土) 1 14:00
伊勢原総合運動公園

2 14:40
（会場責任者） 3 15:20
フォレスト　山本 4 16:00
090-6485-6215

駐車制限　４台

予備日
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期日・会場 No 試合開始 主審 副審１ 副審２

令和３年度　U-12サッカーリーグ（県央地区リーグ後期Gブロック）

対戦

◆10月2日(土) 1 10:00 LFC依知 新磯SSS 深見SC 鳶尾Jr 鳶尾Jr

下福田グランド 2 10:40
（会場責任者） 3 11:20 LFC依知 深見SC 鳶尾Jr 新磯SSS 新磯SSS

深見SC　園田 4 12:00 鳶尾Jr 新磯SSS 深見SC LFC依知 LFC依知

080-3739-0916

駐車制限　3台


