
平成27年度栃木県社会人サッカーリーグ 宇河口上都賀地区3部リーグAブロック日程表
貯 日・傘 揚 蟹薔13屁〔ざ(9:20/10,00) 第23tfざ (11:00′ /12:00) 第 3試含 2:40/14:00) 第4試合 (14:20)

1

6月 7日

石井3
REVUE F.C FC SAKURA 77 みはらサッカークラブ 瑞穂野FC amnac FELLOWS 上河内サッカークラブ 宇都宮市役所サッカー剖

審判 L・ 4審  みはら 凛1 瑞積野 主・4審  REVUE 目l SAKURA77 主・4審  上河内 Ell 宇都宮市役所 主,4審  amna。 El  FELLOWS

6月 14日

石井3
F FALCON フットボールクラブブランド amnac REVUE F C 日光FC 瑞穂野FC FttLLOWS FC SAKURA 77

審判 た'4審  arnn ec 凛J REVUE 主・4審  FALCON Ell プランド 主・4審  FELLOWS 日l SAKURA77 主・4番 日光 題1 瑞穂野

6月 21日

石井3
FELLOWS REVUE F,C フットボールクラブプランド 上河内サッカークラブ

審判 主・4審  プランド 罰  上河 内 主・4審  FELLOWS Ill  REVUE

6月 28日

丸山
宇都宮市役所サッカー部 みはらサッカークラブ F,FALCON 日光FC

審判 主・4審  日光 日J FALCON 主・4審  宇都宮市役所 目J みlまら

7月 5日

石井3
上河内サッカークラブ みはらサッカークラブ amnac FC SAKURA 77 宇都富市役所サッカー部 瑞穂野FC フットボールクラブブランド| 日光FC

審判 主・4審  SAKURA77 目J  arnnac 主・4審  上河内 副 みfまら 主・4審  ブランド :34 日光 主・4審 瑞穂野 :lll 宇都官市役所

7月 26日

石井3
F FALCON FC SAKURAフ 7 みはらサッカークラブ amnac 宇都宮市役所サッカー部 FELLOWS 瑞穂野FC REVUE F,C

審半u 主・4審  みはら :日l amna。 主・4審  SAKURA77 II FALCON 主・4審  REVUE :副  瑞穂野 主・4審  宇都宮市役所 i選l  FELLOWS

8月 9日

石井3
F FALCON REVUE F.C フットボールクラブブランド FC SAKURA 77 日光FC vs:   FELLOWS 上河内サッカークラブ arnnac

審判 主・4審  SAKURA77  :  :副  ブランド 主・4審  FALCON 副 REVUE L・ 4審  上河内 :all arnna. 主,4審  FELLOWS :31 日光

8月 30日

石井3
上河内サッカークラブ 瑞穂野FC F FALCON 宇都宮市役所サッカー割 日光FC FC SAKURA 77 フットボールクラブブランド みはらサッカークラブ

審判 主・4審  宇都宮市役所 :劇  
「

ALCON 主・4審 瑞穂野 1副  上河内 主・4審  み1まら :副  ブランド 主・4審 日光 副 SAKURA77

9月 0日

石井3
日光FC みはらサッカークラブ 上河内サッカークラブ FELLOWS 宇都宮市役所サッか 部 REVUtt F C 瑞穂野FC amnac

審判 主・4審  FELOWS :目1 上河内 主・4響  みはら 日り 日光 主・4審  amna。 :Ell 瑞穂野 主・4審 REVUE i311 宇都宮市役所

9月 20日

石井3
瑞穂野FC FC SAKURA 77 F.FALCON amnac みはらサッカークラブ :  REVUE F.C フットボールクラブブランド FELLOWS

審判 主・4審  FALCON :日り  3mna0 主・4審  SAKURA77 1副  瑞穂野 主・4審  プランド :Ell  FELLOWS 主・4審  REVじ E 薔J みはら

1

10月 4曰

石井3

審判

F FALCON FELLOWS フットボールクラブプランド REVUE F.C 日光FC 上河内サッカークラブ 宇都宮市役所サッカー部 FC SAKURA 77

L・ 4蓄  ブランド :副  REVUE 主・4審  FALCON :副  FELLOWS 主・4審  SAKURA77 :Ell 宇都宮市役所 主・4審 日光 目J 上河内

10月 18日

石井5
みはらサッカークラブ FC SAKURA 77 フットボールクラブブランド 瑞穂野FC 日光FC amnac F.FALCON 上河内サッカークラブ

審判 主・4審 端穂野 目1 プランド 主・4審  みはら :日u SAKURA77 主・4審  上河内 EJ FALCON 主・4審 arnna。 1副  日光

1

月25日

石井 3
日光FC REVUE F C 上河内サッカークラブ FC SAKURA 77 宇都宮市役所サッカー部 amnac みはらサッカークラブ FELLOWS

審判 主・4審  上河内 副 SAKURA77 主・4審 日光 :Ell REVUE 主・4審  FELLOWS 副  みはら L・ 4審 宇都宮市役所 目J  amnao

1

11月 1日

石井3
F.FALCON 瑞穂野FC 日光FC 宇都宮市役所サッカー観 フットボールクラブブランド amnac 上河内サッカークラブ REVUE F.C

審判 主・4審  宇都宮市役所 日1 日光 主・4審 瑞穂野 副 FALCON 姜・4審  REVUE Ell 上河内
=・

4審 amnao 目J ブランド

1

11月 8日

石井3
F.FALCON みはらサッカークラブ フットボールクラブブランド 宇都宮市役所サッカー留 瑞穂野FC FELLOWS

審判 主・4審  ブランド :副  宇都富市役所 L・ 4審 瑞穂野 日l  FELLOWS L・ 4響  FALCON 番1 みはら

4試合  第1書式合 a20  第2書式合 1lЮO  第編式合 1240  第4試合 1420

3試合  第1属■合 1000  第鋪式合 12ЮO  第3試合 1400

2試合  第1試合 :000  第2試合 1200



平成27年度栃木県社会人サッカーリーグ 宇河・上都賀地区3部リーグBブロック日程表
日・ 傘 揚 ヨ詈13氏 fき (9:20/イ 10:00) 第 2試 含 1』Ю′/12:00) 第 3試 含 2:40/14:00) 第 4訂113(14:20)

1

6月 7日

石井4
審判

FC Ro:start FCアミーゴ 栃木SCレジェンド さくら 栃木県警察サッカークラブ 揚茜ブラザース 泉 +996 キヤノンSC

主・4審  レジェンド 副  さくら 主・4審  R。 lstaⅢ 目」 アミーゴ L・ 4署  泉 副 キヤノン 主・4審  県警 晨1 揚茜

6月 14日

石井4
日産フットボールクラブ 栃木県庁蹴球会 栃木県警察サッカークラブ FC Ro:start

審判 主・4審  稜o:start 副 県警 主・4悪  日産 Ell 県庁

6月 14日

丸山
日光市役所FC さくら 揚茜ブラザース FCアミーゴ VS

審 判 L・ 4審  揚茜 副  アミーゴ 主・4審  日光市役所 副 きくら

6月 21日

石井4
揚茜ブラザース FC Retstart 栃木県庁蹴球会 泉1996 キヤノンSC 栃木SCレジェンド 日産フットボールクラブ 日光市役所FC

審判 主・4審  県庁 副  泉 三・4審  場 茜 Ell R● :start 主・4審  日産 Ell 日光市役所 主・4審  キヤノン II レジェンド

7月 5日

石井4
泉 1996 栃木SCレジェンド 栃木県警察サッカークラブ FCアミーゴ

審 判 t・ 4審  アミーゴ 副 県警 主・4審  泉 Ell レジェンド

7月 12日

丸山
栃木県庁蹴球会 日光市役所FC キヤノンSC さくら

審判 主,4審  さくら 副  キヤノン L・ 4審  県庁 Ell 日光市役所

5

7月 26日

石井4
日産フットボールクラブ FCアミーゴ 栃木SCレジェンド 栃木県警察サッカークラフ キヤノンSC 揃茜ブラザース さくら FC Reistart

審 判 L・ 4審  レジェンド 副 県警 主・4審  アミーゴ 冨J 日産 L・ 4審  きくら 副 Re:sta彙 ■・ 4審  キヤノン 目1 揚茜

6
8月 9日

石井4
日産フットボールクラブ FC Re:start 栃木県庁蹴球会 FCアミーゴ 日光市役所FC 揚茜ブラザース 泉 1996 栃木県警察サッカークラブ

審判 主・4審  アミーゴ EII 県庁 主・4嗜F R● I start 目1 日産 卜・4塞  県警 喜J 泉 主・4審  揚茜 冨1 日光市役所

7

8月 30日

石井4 泉 ¬996 さくら 日産フットボールクラブ キヤノンSC 日光市役所FC FCアミーゴ 栃木県庁蹴球会 栃木SCレジェンド

審判 主・4書  キヤノン 則 日産 主・4審  泉 副 さくら 主・4審  県庁 冨J レジエンド L・ 4審  日光市役所 Ell アミーゴ

月 6日

枷̈割

栃木SCレジェンド FCアミーゴ 栃木県庁蹴球会 さくら 日光市役所FC 栃木県警察サッカークラフ 日産フットボールクラブ 泉 1996

主・4春  さくら 饉  県庁 主・4審  レジェンド Ell アミーゴ L・ 4審  日産 Ell 泉 L・ 4審  県警 副 日光市役所

9月 20日

石井4 さくら FCアミーゴ 日産フットボールクラブ 栃木県警察サッカークラフ 栃木SCレジェンド FC Roistart 栃木県庁蹴球会 揚茜プラザース

審判 主・4審  県警 E4 日産 L・ 4審  アミーゴ 副 きくら
=・

4審  綺茜 副  県庁 L・ 4審  R● :start 副 レジェンド

10月 4日

石井4
日産フットボールクラブ 揚茜ブラザース 栃木県庁蹴球会 FC Ro:start 日光市役所FC :vs 泉 1996 キヤノンSC FCアミーゴ

審 判 主・4審  県庁      :  iEJ Re:stan 主・4審  揚茜 副  日産 主・4審  キヤノン 副 アミーゴ 主・4審  日光市役所 Ell 泉

10月 11日

石井4
日光市役所FC 栃木SCレジェンド 泉 1996 揚茜ブラザース キヤノンSC FC Re:start さくら 栃木県警察サッカークラブ

審判 主・4審  泉 IEll 掲茜 主・4審  レジェンド Ell 日光市役所 主・4審  きくら 副 県警 主・4審  R。 :sta魔 日J キヤノン

1

10月 25日

石井4
日光市役所FC FC Ro:start 泉 1996 FCアミーゴ キヤノンSC 栃木県警察サッカークラブ 栃木SCレジェンド 揚茜ブラザース

菫 馴 L・ 4審  アミーゴ :EI 泉 主・4審  日光市役所 EI R● :stan 主・4審  レジェンド Ell 掲茜 主・4審  キヤノン Ell 県警

1

11月 1日

石井4
日産フットボールクラブ さくら 日光市役所FC キヤノンSC 栃木県庁蹴球会 栃木県警察サッカークラブ 泉 1996 FC ReistarL

審 判 L・ 4審  日光市役所 :副  キヤノン 主・4審  日産 Ell きくら L・ 4審  泉 甚嗅 R● :stert 主・4審  県警 磨J 県庁

1

11月 8日

石井4
日産フットボールクラブ 栃木SCレジェンド 栃木県庁蹴球会 キヤノンSC さくら 揚茜ブラザース

審 判 L・ 4審  県庁 IEll キヤノン 主・4審  きくら 副 揚茜・ 主・4審  日産 Ell レジェンド

4試合   第 1試合  9:20    第2試合 11:00    第3言式合 12:40    第4書式合  14120

鐵 合   第 1書式合 10100    第2書式合 12100    第3言式合 14:00

2試合  第 1試合 1000  第2試合 12Ю0
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