
 ▼第9節 5月7日（土） 羊丘中学校  ▼第18節 6月5日（日） 西岡北中学校

 ▼第18節 6月5日（日） 平岡中央中学校

 ▼第19節 6月12日（日） 藻岩中学校

 ▼第19節 6月12日（日） 真栄中学校

 ▼第19節 6月12日（日） 羊丘中学校

 ▼第19節 6月12日（日） 月寒中学校 ▼第11節 5月14日（土） 清田中学校

 ▼第3節 4月29日（金） 陵陽中学校

 ▼第3節 4月29日（金） 羊丘中学校

14:50 1

 ▼第13節 5月21日（土） 平岸中学校

八条中学校

 ▼第7節 5月4日（火） 藻岩中学校

 ▼第8節 5月5日（水） 清田中学校

フォルテＢ

9:00 2B

 ▼第6節 5月3日（月）　月寒中学校

 ▼第6節 5月3日（月） 羊丘中学校

 ▼第4節 4月30日（土） 真駒内中学校
簾舞中学校 －

FIBRA（Ａ）

平岸中学校

 ▼第13節 5月21日（土） 月寒中学校

 ▼第14節 5月22日（日）　真駒内中学校 

－ 清田中学校Ｂ

月寒中学校 10:20 1

LIBERTA（Ａ） －

－

真栄中学校

10:20 2A FIBRA（Ｂ） －

 ▼第15節 5月28日（土） 平岡中央中学校

 ▼第20節 7月23日（土） 羊丘中学校

羊丘中学校清田中学校Ｂ －

真駒内中学校

10:20 2B 藻岩中学校 － 平岸中学校 10:20 1 東月寒中学校 －

西岡中学校

10:20 2A 平岡緑中学校 － 月寒中学校 10:20 2C

 ▼第20節 7月23日（土） 西岡中学校
西岡北中学校

陵陽中学校 －

10:20 2B 簾舞中学校 －

FIBRA（Ａ）

－ 月寒中学校

東月寒中学校 － 平岡中央中学校 10:20 2A 八条中学校 －

 ▼第11節 5月14日（土） 平岡中央中学校
南が丘中学校 － 清田中学校Ｂ 10:20 2A フォルテＢ

真栄中学校

15:20 1 札幌ジュニア － 羊丘中学校 10:20 1 平岡中央中学校 －

－

－ 八条中学校

清田中学校Ｂ

9:00 2B

LIBERTA（Ａ）－

 ▼第10節 5月8日（日） 藻岩中学校

 ▼第11節 5月14日（土） 羊丘中学校

－ 平岡中学校
2A

2A

FIBRA（Ａ） －

 ▼第10節 5月8日（日） 平岡中央中学校

 ▼第10節 5月8日（日） 清田中学校

9:00 2B 真駒内曙中学校 －

9:00 1 南が丘中学校 －

－常盤中学校

南が丘中学校

9:00 1 FIBRA（Ａ） － 平岡中央中学校

9:00 1 札幌ジュニア －

10:20 2B 真駒内曙中学校 － 西岡中学校

10:20 1 真栄中学校 －

 ▼第3節 4月29日（金） 西岡中学校

澄川中学校 － 陵陽中学校

－

羊丘中学校

1

西岡北中学校

平岡緑中学校

 ▼第4節 4月30日（土） 清田中学校

 ▼第4節 4月30日（土） 平岡中央中学校

2A

14:50 2B 常盤中学校

 ▼第2節 4月24日（日） 月寒中学校

 ▼第2節 4月24日（日） 羊丘中学校

 ▼第2節 4月24日（日） 平岸中学校

平岡緑中学校 －

真栄中学校

藤野中学校

陵陽中学校

清田中学校Ｂ

10:20 2A 八条中学校 － 月寒中学校

10:10

２部Ａリーグ ２部Ｂリーグ
月寒中学校 西岡中学校

 ▼第1節 4月23日（土） 平岡中央中学校

平成28年度 第8回札幌地区カブスリーグU-15 【前期Dグループ】 組合せ

■前期日程：2016年4月23日（土）～7月23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Ｃリーグ

－

真駒内曙中学校

常盤中学校

平岸中学校

札幌ジュニアＣ

平岡中学校

東月寒中学校

LIBERTA（Ａ）

西岡北中学校

フォルテＢ

簾舞中学校FIBRA（Ｂ）

FIBRA（Ａ）

1

平岡中央中学校

 ▼第8節 5月5日（水） 平岡中央中学校  ▼第16節 5月29日（日） 藻岩中学校
－ 石山中学校2C 澄川中学校南が丘中学校

石山中学校

中の島中学校

真駒内中学校

平岡緑中学校 藻岩中学校 澄川中学校

八条中学校

9:00 2C 澄川中学校

南が丘中学校

羊丘中学校

真栄中学校
 ▼第1節 4月23日（土） 真駒内中学校

9:00

LIBERTA（Ｂ）

2C 石山中学校 － －10:2010:20 1 LIBERTA（Ａ）

清田中学校Ｂ

－ 中の島中学校
真駒内中学校

9:00
－ 平岡中央中学校

※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。

■試合時間：30分-5分-30分

10:20 2B LIBERTA（Ｂ） 藻岩中学校

2B 常盤中学校
 ▼第9節 5月7日（土） 西岡中学校  ▼第16節 5月29日（日） 羊丘中学校

1
平岡中央中学校 平岸中学校 － 西岡中学校

LIBERTA（Ｂ）9:00 －

羊丘中学校1 平岡中学校

－札幌ジュニア9:00
10:20

東月寒中学校
－

－2C 澄川中学校 真駒内中学校
八条中学校

 ▼第9節 5月7日（土） 真駒内中学校  ▼第17節 6月4日（土） 平岸中学校
－平岡緑中学校

フォルテＢ

LIBERTA（Ｂ）
10:20

 ▼第1節 4月23日（土） 清田中学校
－ 西岡中学校 9:00

2A FIBRA（Ｂ） －9:00

2A

10:20 1 平岡中学校

10:20
9:00

－ 10:20 2B

フォルテＢ2A
2B 平岸中学校真駒内曙中学校 －

9:00 ２Ｂ

札幌ジュニア －

－9:00 1

－平岡緑中学校

9:00 9:00 1 札幌ジュニア
10:20 1

FIBRA（Ａ）
南が丘中学校 －

札幌ジュニア
羊丘中学校 FIBRA（Ｂ）

－ 東月寒中学校9:00 1 平岡中学校

－ 西岡北中学校10:20

9:00
10:20 1 LIBERTA（Ａ） － 羊丘中学校

2B － 藻岩中学校簾舞中学校 9:00
10:20 1

フォルテＢ －

真栄中学校 －

石山中学校

平岡中央中学校－10:20平岡中央中学校
西岡北中学校

2C9:00 中の島中学校
10:20 2B

1 南ヶ丘中学校

－13:30 2C 中の島中学校 －

－

LIBERTA（Ａ）13:30 －1
藻岩中学校

9:00 南ヶ丘中学校－1

藤野中学校
平岸中学校 西岡中学校 －

東月寒中学校

9:00 1 東月寒中学校FIBRA（Ａ） － 陵陽中学校9:00 2C 中の島中学校
藻岩中学校 10:20 1 札幌ジュニア2B 真駒内曙中学校

簾舞中学校LIBERTA（Ｂ）2A14:00 FIBRA（Ｂ）

10:20 2C

－

10:20 －

10:00 清田中学校Ｂ9:00 －東月寒中学校－ FIBRA（Ａ） 1

羊丘中学校

平岡中学校

9:00 1 南が丘中学校 － 平岡中学校

2A FIBRA（Ａ） 1

－2C 藤野中学校9:00

－9:00

LIBERTA（Ａ） －

11:20 1

9:00 1
 ▼第19節 6月12日（日） 西岡北中学校

9:00 2C 石山中学校 － 藤野中学校 真栄中学校 澄川中学校
10:20

2B 真駒内曙中学校

－1 10:20 1
 ▼第11節 5月14日（土） 陵陽中学校

9:00 2A － LIBERTA（Ａ）

清田中学校ＢLIBERTA（Ａ）

9:00 LIBERTA（Ｂ）－ 9:00 1 平岡中学校

－

10:20 2C 藤野中学校 －

 ▼第12節 5月15日（日） 月寒中学校
9:00 2B

2B

－

平岡中央中学校10:20 1 札幌ジュニア － 陵陽中学校

西岡中学校 常盤中学校

平岡中学校 － 真栄中学校9:00 FIBRA（Ａ）

南ヶ丘中学校

真駒内曙中学校常盤中学校 －

9:00
10:20 2C 中の島中学校 －

10:20 1 FIBRA（Ａ）

 ▼第5節 5月1日（日） 羊丘中学校

－

1

 ▼第20節 7月23日（土） 真駒内中学校

 ▼第20節 7月23日（土） 真栄中学校
真駒内中学校

羊丘中学校
9:00 1 真栄中学校－

1

9:00

平岸中学校－ 石山中学校9:00 2C 陵陽中学校 －LIBERTA（Ｂ）2B9:00
10:20 2A 西岡北中学校 － 月寒中学校

 ▼第14節 5月22日（日） 清田中学校 －

LIBERTA（Ａ）
－東月寒中学校 －

13:30 1 札幌ジュニア －

14:50 1 平岡中学校

9:00

羊丘中学校10:20

常盤中学校簾舞中学校

1

真駒内中学校

－

2C 藤野中学校 －

－

－

－

2B 簾舞中学校

10:20 1 真栄中学校 －

10:20藻岩中学校10:20 2B
－

－清田中学校Ｂ
東月寒中学校 －9:00 1

10:20 1 清田中学校Ｂ － 平岡中央中学校


