
２部Ｃリーグ
星置中学校 発寒中学校Ａ 西野中学校 樽川中学校

平成27年度 第7回札幌地区カブスリーグU-15 【前期Ａグループ】 組合せ

■日程：2015年4月25日（土）～6月13日（土）  　■会場：登録チームグラウンド

☆各Ａ～Ｄグループ１部リーグ上位２チーム（計８チーム）が選手権大会へ進出

１部リーグ ２部Ａリーグ ２部Ｂリーグ

八軒東中学校 新陵中学校 稲積中学校 西陵中学校Ｂ

西陵中学校Ａ 稲陵中学校 山鼻中学校 陵北中学校

フォーザSC ベッカウス サフィルバ 前田中学校

手稲中学校Ａ 宮の丘中学校 花川北中学校 琴似中学校

向陵中学校Ａ 宮の森中学校 発寒中学校Ｂ 向陵中学校Ｂ

啓明中学校 手稲中学校Ｂ 手稲西中学校 稲穂中学校

前田中央FC シーガル 伏見中学校 ■試合時間：30分-5分-30分

花川南中学校 柏中学校 中央中学校 八軒中学校

 ▼第1節 4月25日（土） 手稲中学校  ▼第4節 5月2日（土） 発寒中学校  ▼第9節 5月9日（土） 花川南中学校

12:00 1 手稲中学校A － 花川南中学校 14:40 2A － 花川南中学校発寒中学校A － シーガル 9:00

13:10 1 星置中学校 －

1 向陵中学校A
－ 発寒中学校B 10:10 2BフォーザSC 15:50 2B 稲積中学校

－ シーガル

稲積中学校 － 手稲西中学校

14:20 2A 手稲中学校B － シーガル

 ▼第1節 4月25日（土） 八軒東中学校 9:00 1 西陵中学校A

2A 稲陵中学校 ▼第4節 5月2日（土） 花川北中学校 11:20
－ 花川南中学校  ▼第9節 5月9日（土） 八軒中学校

9:00 1 西陵中学校A － 八軒東中学校 10:15 2B

啓明中学校 －

2C 向陵中学校B － 琴似中学校花川北中学校 － 手稲西中学校 9:00

樽川中学校

 ▼第1節 4月25日（土） 発寒中学校 13:00 2B 山鼻中学校 － サフィルバ  ▼第9節 5月9日（土） 新陵中学校

向陵中学校A  ▼第4節 5月2日（土） 山鼻中学校

14:40 2A 発寒中学校A －

八軒中学校 －10:15 2C10:15 1

10:10

－ 宮の森中学校 9:00 2A柏中学校 14:15 2A 宮の丘中学校

15:50 2B 発寒中学校B － 中央中学校  ▼第4節 5月2日（土） 八軒中学校 2B 西野中学校 － 山鼻中学校

新陵中学校 － 宮の丘中学校

2C

－ 西陵中学校B 11:20 2B ▼第1節 4月25日（土） 新陵中学校 14:45 2C 琴似中学校

9:00 2A 稲陵中学校 － 新陵中学校 16:00 八軒中学校 － 向陵中学校B  ▼第9節 5月9日（土） 陵北中学校

花川北中学校 － サフィルバ

14:45

ベッカウス  ▼第5節 5月3日（日） 手稲中学校 13:30 2C10:15 2A 宮の丘中学校 －

 ▼第1節 4月25日（土） 八軒中学校 12:00 1 星置中学校 － 手稲中学校A 2C 陵北中学校 － 稲穂中学校

前田中学校 － 西陵中学校B

八軒中学校 13:10 1 西陵中学校A10:15 2C 西陵中学校B － － 向陵中学校A  ▼第10節 5月10日（日） 手稲中学校

11:30 2C 稲穂中学校 － 向陵中学校B 14:20 2A 1 手稲中学校A － 啓明中学校手稲中学校B － 宮の森中学校 12:00

琴似中学校  ▼第5節 5月3日（日） 八軒東中学校 13:10 2A13:30 2C 樽川中学校 － 柏中学校 － シーガル

14:45 2C 前田中学校 － 陵北中学校 9:00 1 － 手稲中学校B八軒東中学校 － 花川南中学校 14:20

 ▼第2節 4月26日（日） 手稲中学校 10:15 2B 西野中学校

2A 新陵中学校

－ フォーザSC

－ 中央中学校  ▼第10節 5月10日（日） 八軒東中学校

9:00 1 八軒東中学校 － 手稲中学校A

10:10 1 星置中学校 －

1 八軒東中学校 ▼第5節 5月3日（日） 発寒中学校 13:45
－ ベッカウス 14:55 1向陵中学校A 14:40 2A 発寒中学校A 向陵中学校A － 前田中央FC

11:20 2A 稲陵中学校 － 手稲中学校B 15:50 2B 2B 西野中学校 － 花川北中学校山鼻中学校 － 発寒中学校B 16:05

 ▼第2節 4月26日（日） 花川南中学校  ▼第5節 5月3日（日） 新陵中学校  ▼第11節 5月16日（土） 八軒東中学校

9:00 1 花川南中学校 － 前田中央FC 9:00 2A － 八軒東中学校新陵中学校 － 柏中学校 13:45

10:15 1 西陵中学校A －

1 星置中学校
－ シーガル 14:55 1フォーザSC 10:10 2A 宮の丘中学校 フォーザ － 向陵中学校A

 ▼第2節 4月26日（日） 発寒中学校  ▼第5節 5月3日（日） 稲積中学校 16:05 1 西陵中学校A － 啓明中学校

宮の丘中学校 9:00 2B 稲積中学校14:40 2A 発寒中学校A － － サフィルバ  ▼第11節 5月16日（土） 手稲中学校

15:50 2B サフィルバ － 発寒中学校B 10:15 2B － 前田中央FC伏見中学校 － 手稲西中学校 13:30

 ▼第2節 4月26日（日） 新陵中学校  ▼第5節 5月3日（日） 八軒中学校 14:40 2A

1 手稲中学校A

発寒中学校A － 手稲中学校B

9:00 2A 新陵中学校 － ベッカウス 13:30 2C 2B 発寒中学校B － 手稲西中学校稲穂中学校 － 樽川中学校 15:50

シーガル 14:45 2C 八軒中学校10:10 2A 宮の森中学校 －

11:20 2B 西野中学校 － 手稲西中学校  ▼第6節 5月4日（月） 稲積中学校 2A 新陵中学校 － 宮の森中学校

－ 陵北中学校  ▼第11節 5月16日（土） 新陵中学校

9:00
－ 中央中学校 10:10 2A ▼第2節 4月26日（日） 山鼻中学校 9:00 2B 稲積中学校 ベッカウス － シーガル

13:00 2B 山鼻中学校 － 稲積中学校 10:10 2B

中央中学校 －

2A 稲陵中学校 － 宮の丘中学校西野中学校 － 発寒中学校B 11:20

 ▼第11節 5月16日（土） 陵北中学校

 ▼第3節 4月29日（水） 手稲中学校  ▼第6節 5月4日（月） 山鼻中学校 9:00 2C 向陵中学校B － 前田中学校

伏見中学校 11:20

9:00 1 西陵中学校A －

－ 稲陵中学校2A 発寒中学校A14:15 2B

2A

－ 手稲西中学校 10:15 2C手稲中学校A 13:00 2B 山鼻中学校

10:10 1 フォーザ － 啓明中学校 14:10 宮の丘中学校 － 柏中学校  ▼第12節 5月17日（日） 花川南中学校

陵北中学校 － 琴似中学校

1 啓明中学校11:20 2A 宮の丘中学校 － 花川南中学校

 ▼第3節 4月29日（水） 八軒東中学校  ▼第6節 5月4日（月） 陵北中学校 10:10 1 西陵中学校A － 前田中央FC

－ 前田中央FC

14:00 1 八軒東中学校 －

啓明中学校 －9:00 1手稲中学校B 15:20

－ 琴似中学校 11:20 2A向陵中学校A 9:00 2C 前田中学校 ベッカウス － 宮の森中学校

15:15 2A 宮の森中学校 － 柏中学校 10:15 2C

 ▼第3節 4月29日（水） 花川南中学校  ▼第6節 5月4日（月） 西陵中学校 13:00 2B

陵北中学校 － 向陵中学校B  ▼第12節 5月17日（日） 山鼻中学校

山鼻中学校 － 花川北中学校

9:00 1 星置中学校 － 花川南中学校 14:45 2C

稲陵中学校 －

2B サフィルバ － 伏見中学校西陵中学校B － 樽川中学校 14:10

 ▼第12節 5月17日（日） 八軒中学校

 ▼第3節 4月29日（水） 発寒中学校  ▼第7節 5月5日（火） 西陵中学校 9:00 2C 琴似中学校 － 八軒中学校

ベッカウス 16:00

14:40 2A 発寒中学校A －

－ 八軒中学校2C 稲穂中学校10:15 2A

－ 西陵中学校A 10:15 2C新陵中学校 14:45 1 星置中学校 稲穂中学校 － 前田中学校

15:50 2B 花川北中学校 － 発寒中学校B 16:00 2B

 ▼第3節 4月29日（水） 山鼻中学校  ▼第7節 5月5日（火） 稲積中学校 14:45 2C

花川北中学校 － 伏見中学校  ▼第12節 5月17日（日） 陵北中学校

西陵中学校B － 陵北中学校

13:00 2B 山鼻中学校 － 中央中学校 9:00 2B 2C 樽川中学校 － 向陵中学校B西野中学校 － 稲積中学校 16:00

サフィルバ 10:10 2A 稲陵中学校14:15 2B 西野中学校 －

 ▼第3節 4月29日（水） 西陵中学校 11:20 2A 新陵中学校 － シーガル 2B 稲積中学校 － 花川北中学校

－ 宮の森中学校  ▼第13節 5月23日（土） 稲積中学校

9:00

稲穂中学校  ▼第8節 5月6日（水） 山鼻中学校 10:10 2B9:00 2C 琴似中学校 － サフィルバ － 手稲西中学校

10:15 2C 向陵中学校B － 西陵中学校B 13:00 2B － 前田中央FC山鼻中学校 － 伏見中学校 11:20

 ▼第3節 4月29日（水） 八軒中学校 14:10 2B サフィルバ

1 フォーザ
－ 中央中学校  ▼第14節 5月24日（日） 西陵中学校

14:45 2C 八軒中学校 － 前田中学校 15:20 2A

陵北中学校 －

2C 前田中学校 － 樽川中学校ベッカウス － 柏中学校 14:45

西陵中学校B

 ▼第4節 5月2日（土） 手稲中学校 13:00 1 手稲中学校A － フォーザSC  ▼第15節 6月6日（土） 花川南中学校

樽川中学校  ▼第9節 5月9日（土） 手稲中学校

12:00 1 手稲中学校A －

稲穂中学校 －16:00 2C16:00 2C

－ 前田中央FC 9:00 1向陵中学校A 14:10 1 星置 フォーザ － 花川南中学校

13:10 1 星置中学校 － 啓明中学校 15:20 2A － 中央中学校手稲中学校B － 柏中学校 10:15

14:20 2A ベッカウス －

2B 花川北中学校

－ 伏見中学校

手稲中学校B  ▼第9節 5月9日（土） 八軒東中学校  ▼第16節 6月13日（土） 稲積中学校

 ▼第4節 5月2日（土） 八軒東中学校 9:00 1 八軒東中学校 －

9:00 1 八軒東中学校 －

2B 稲積中学校啓明中学校 9:00
－ 宮の森中学校 10:10 2A前田中央FC 10:10 2A 発寒中学校A 稲陵中学校 － 柏中学校

10:15 2B 西野中学校 － 伏見中学校 11:20 2B 2B 手稲西中学校 － 中央中学校発寒中学校B － 伏見中学校 11:20


