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

■日程：2015年8月8日（土）～10月4日（日）  　■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）が会長杯へ進出

1部リーグ 2部Aリーグ 2部Bリーグ 2部Cリーグ
幌東中学校 ＬＩＶ 米里中学校 上野幌中学校

北白石中学校A アスルクラロ 厚別中学校 江別第二中学校

江別江陽中学校 信濃中学校 日章中学校 立命館慶祥中学校

アプリ-レ札幌A 大麻東中学校 大麻中学校 江別中央中学校

北都中学校 アプリ-レ札幌B 江別第一中学校 CASCAVEL

もみじ台中学校 白石中学校 野幌中学校 ベアフット

厚別南中学校 －

柏丘中学校 厚別北中学校 東白石中学校 北白石中学校B

厚別南中学校

－ 厚別南中学校 9:00 2A

 ▼第1節 8月8日（土） 柏丘中学校  ▼第8節 8月22日（土） 上野幌中学校  ▼第13節 9月13日（日） 厚別北中学校

9:00 1

10:15 2C

江別江陽中学校 9:00 1 もみじ台中学校

2A 厚別北中学校

ＬＩＶ － アスルクラロ

10:15 1 柏丘中学校 － 北都中学校

アプリーレA  ▼第13節 9月13日（日） 東白石中学校

日章中学校  ▼第9節 8月23日（日） 大麻中学校

－ アプリーレB上野幌中学校 － ＣＡＳＣＡＶＥＬ 10:15

9:00 2C 江別第二中学校 －

アプリーレA

 ▼第1節 8月8日（土） 江別第一中学校 9:00 1 江別江陽中学校 －

9:00 1

－11:30 111:30 2B 大麻中学校 － 厚別南中学校

ＣＡＳＣＡＶＥＬ 10:15 2B 大麻中学校 － 厚別中学校 幌東中学校 － 北都中学校

10:15 2B 江別第一中学校 － 野幌中学校 11:30 2A

立命館中学校 －

－ 米里中学校アプリーレB － アスルクラロ 10:15 2B 東白石中学校

江別中央中学校  ▼第9節 8月23日（日） 白石中学校  ▼第14節 9月19日（土） 厚別北中学校

 ▼第2節 8月9日（日） 白石中学校 9:00 1 北白石中学校A －

11:30 2C

9:00 1 もみじ台中学校 －

－ 北白石中学校A

－ ＬＩＶ 10:15 2A

1 柏丘中学校北都中学校 9:00

11:30 2C

アプリーレA 10:15 2A 白石中学校

2C 江別中央中学校

厚別北中学校 － 白石中学校

10:15 2A 白石中学校 － 信濃中学校

11:30 2A 厚別北中学校 －

－ 北白石中学校B立命館中学校 － 北白石中学校B 11:30

－ 北都中学校

大麻東中学校  ▼第10節 8月29日（土） 柏丘中学校  ▼第14節 9月19日（土） 東白石中学校

 ▼第3節 8月15日（土） 江別中央中学校 9:00 2C ベアフット － 1 もみじ台中学校ＣＡＳＣＡＶＥＬ 9:00

9:00 1 江別江陽中学校 － 幌東中学校 10:15 1 柏丘中学校 － 厚別南中学校

ベアフット  ▼第10節 8月29日（土） 江別第二中学校 1 厚別南中学校11:3010:15 2C 江別中央中学校 －

2A アプリーレB

－ 幌東中学校

東白石中学校 － 大麻中学校2B10:15

 ▼第4節 8月17日（月） 東白石中学校 10:15 2C 江別中央中学校

11:30 2A 大麻東中学校 － アスルクラロ 9:00

－ 米里中学校

－ 信濃中学校  ▼第14節 9月19日（土） 大麻東中学校

9:00－ 江別第二中学校 2B 厚別中学校

9:00 1 幌東中学校 － 柏丘中学校 11:30 信濃中学校

10:15 2B 東白石中学校 － 日章中学校  ▼第10節 8月29日（土） 大麻東中学校  ▼第14節 9月19日（土） 江別第一中学校

－ アプリーレA 大麻東中学校 －10:15 2A

11:30 1 厚別南中学校 －

1 幌東中学校

－ ＬＩＶ

2C北都中学校 9:00 2B 大麻中学校 － 江別第一中学校 10:15 上野幌中学校

米里中学校 11:30 2C 立命館中学校

2B 江別第一中学校 － 日章中学校 ▼第4節 8月17日（月） 大麻東中学校

9:00 2B 大麻中学校 －

江別第二中学校 －

10:15 2A 大麻東中学校 11:30

－ ベアフット

－ 上野幌中学校  ▼第15節 9月20日（日） 大麻中学校

2C 立命館中学校 ▼第10節 8月29日（土） 厚別北中学校 9:00白石中学校

11:30 2C ＣＡＳＣＡＶＥＬ －

10:15 2A 大麻東中学校 －

－ アスルクラロ

2B江別中央中学校 9:00 2B 厚別中学校 － 野幌中学校 10:15 野幌中学校

北白石中学校A 11:30 2B 米里中学校

1 北都中学校 － 江別江陽中学校 ▼第5節 8月18日（火） 江別第二中学校

9:00 1 江別江陽中学校 －

大麻中学校 －

10:15 2A 厚別北中学校 11:30

立命館中学校  ▼第11節 9月5日（土） 上野幌中学校 1 北白石中学校A10:15 2C 江別第二中学校 －

10:15 2C

－ 幌東中学校

－ 日章中学校  ▼第16節 9月21日（月） 江別第二中学校

9:00

 ▼第5節 8月18日（火） 厚別北中学校 9:00 1 厚別南中学校 － 北白石中学校A 江別第二中学校 － 北白石中学校B

9:00 2C 上野幌中学校 － 北白石中学校B 10:15 2C 上野幌中学校 － ベアフット 11:30

信濃中学校 11:30

9:00 2A

－ 江別第一中学校

白石中学校 － アスルクラロ

2B 厚別中学校

 ▼第16節 9月21日（月） 柏丘中学校

 ▼第11節 9月5日（土） 東白石中学校

厚別北中学校 － 北白石中学校B2C ＣＡＳＣＡＶＥＬ－

9:00 2A ＬＩＶ －

 ▼第6節 8月20日（木） 東白石中学校

10:15 2A

10:15 1信濃中学校 9:00 1 アプリーレA 北都中学校－ 柏丘中学校 － アプリーレA

10:15 2B 東白石中学校 － 江別第一中学校 10:15 2B － 大麻東中学校東白石中学校 － 厚別中学校 11:30 2A アプリーレB

江別中央中学校

 ▼第7節 8月20日（木） 柏丘中学校  ▼第12節 9月6日（日） 厚別北中学校  ▼第17節 9月22日（火） 江別江陽中学校

－ アプリーレB 12:45 2C米里中学校 11:3011:30 2B 野幌中学校 － 上野幌中学校

9:00 1 アプリーレA － － もみじ台中学校 9:00 2C

－2A ＬＩＶ

10:15 2A

北白石中学校A 9:00 1 幌東中学校

－ もみじ台中学校

立命館中学校 － ＣＡＳＣＡＶＥＬ

10:15 1 柏丘中学校 － もみじ台中学校 厚別北中学校 － ＬＩＶ 10:15 1 江別江陽中学校

11:30 2A 白石中学校 － アプリーレB 11:30 東白石中学校

12:45 2B 厚別中学校 － 日章中学校  ▼第13節 9月13日（日） 柏丘中学校 ※日程・会場・タイムテーブルが変更の際、
その都度上書き更新いたしますので、予め
ご了承ください。

－ 信濃中学校 野幌中学校 －11:30 2B

 ▼第8節 8月22日（土） 江別第二中学校 9:00 2C 北白石中学校B

2A アスルクラロ

－ ベアフット

9:00 2B 江別第一中学校 － 米里中学校 10:15 1 柏丘中学校 － 江別江陽中学校

10:15 2C 江別第二中学校 － ベアフット 11:30 1 もみじ台中学校 － 北白石中学校A

11:30 2B 野幌中学校 － 日章中学校




