
■日程表

カテゴリー　　　　Ｕ-18カテゴリー　　　　Ｕ-18カテゴリー　　　　Ｕ-18カテゴリー　　　　Ｕ-18

リーグ名リーグ名リーグ名リーグ名

節節節節 月日月日月日月日 曜曜曜曜 試合時間試合時間試合時間試合時間
試合結果試合結果試合結果試合結果

9月11日9月11日9月11日9月11日 日日日日 10:0010:0010:0010:00 別別別別 府府府府 鶴鶴鶴鶴 見見見見 丘丘丘丘 vs 別別別別 府府府府 翔翔翔翔 青青青青 0-10-10-10-1

9月11日9月11日9月11日9月11日 日日日日 11:3011:3011:3011:30 佐佐佐佐 伯伯伯伯 鶴鶴鶴鶴 城城城城 vs 大大大大 分分分分 4th4th4th4th
1-61-61-61-6

9月11日9月11日9月11日9月11日 日日日日 13:0013:0013:0013:00 玖玖玖玖 珠珠珠珠 美美美美 山山山山 vs 日日日日 出出出出 総総総総 合合合合 0-60-60-60-6

11月6日11月6日11月6日11月6日 日日日日 10:0010:0010:0010:00 別別別別 府府府府 鶴鶴鶴鶴 見見見見 丘丘丘丘 vs 大大大大 分分分分 南南南南 2nd2nd2nd2nd
0-20-20-20-2

11月6日11月6日11月6日11月6日 日日日日 11:3011:3011:3011:30 大大大大 分分分分 4th4th4th4th vs 別別別別 府府府府 翔翔翔翔 青青青青 7-07-07-07-0

11月6日11月6日11月6日11月6日 日日日日 13:0013:0013:0013:00 佐佐佐佐 伯伯伯伯 鶴鶴鶴鶴 城城城城 vs 日日日日 出出出出 総総総総 合合合合 1-31-31-31-3

9月23日9月23日9月23日9月23日 金金金金 10:0010:0010:0010:00 別別別別 府府府府 翔翔翔翔 青青青青 vs 日日日日 出出出出 総総総総 合合合合 0-20-20-20-2

9月23日9月23日9月23日9月23日 金金金金 11:3011:3011:3011:30 大大大大 分分分分 4th4th4th4th vs 大大大大 分分分分 南南南南 2nd2nd2nd2nd
1-11-11-11-1

12月11日12月11日12月11日12月11日 日日日日 10:0010:0010:0010:00 佐佐佐佐 伯伯伯伯 鶴鶴鶴鶴 城城城城 vs 玖玖玖玖 珠珠珠珠 美美美美 山山山山 2-02-02-02-0

10月2日10月2日10月2日10月2日 日日日日 10:0010:0010:0010:00 別別別別 府府府府 翔翔翔翔 青青青青 vs 佐佐佐佐 伯伯伯伯 鶴鶴鶴鶴 城城城城 3-23-23-23-2

10月2日10月2日10月2日10月2日 日日日日 11:3011:3011:3011:30 大大大大 分分分分 南南南南 2nd2nd2nd2nd vs 玖玖玖玖 珠珠珠珠 美美美美 山山山山 4-04-04-04-0

10月2日10月2日10月2日10月2日 日日日日 13:0013:0013:0013:00 日日日日 出出出出 総総総総 合合合合 vs 別別別別 府府府府 鶴鶴鶴鶴 見見見見 丘丘丘丘 6-06-06-06-0

11月12日11月12日11月12日11月12日 土土土土 10:0010:0010:0010:00 日日日日 出出出出 総総総総 合合合合 vs 大大大大 分分分分 南南南南 2nd2nd2nd2nd
1-11-11-11-1

11月12日11月12日11月12日11月12日 土土土土 11:3011:3011:3011:30 別別別別 府府府府 翔翔翔翔 青青青青 vs 玖玖玖玖 珠珠珠珠 美美美美 山山山山 0-20-20-20-2

11月12日11月12日11月12日11月12日 土土土土 13:0013:0013:0013:00 大大大大 分分分分 4th4th4th4th vs 別別別別 府府府府 鶴鶴鶴鶴 見見見見 丘丘丘丘 2-12-12-12-1

11月20日11月20日11月20日11月20日 日日日日 10:0010:0010:0010:00 日日日日 出出出出 総総総総 合合合合 vs 大大大大 分分分分 4th4th4th4th
1-01-01-01-0

11月13日11月13日11月13日11月13日 日日日日 10:0010:0010:0010:00 大大大大 分分分分 南南南南 2nd2nd2nd2nd vs 佐佐佐佐 伯伯伯伯 鶴鶴鶴鶴 城城城城 3-03-03-03-0

11月13日11月13日11月13日11月13日 日日日日 11:0011:0011:0011:00 玖玖玖玖 珠珠珠珠 美美美美 山山山山 vs 別別別別 府府府府 鶴鶴鶴鶴 見見見見 丘丘丘丘 2-32-32-32-3

12月4日12月4日12月4日12月4日 日日日日 10:0010:0010:0010:00 大大大大 分分分分 南南南南 2nd2nd2nd2nd vs 別別別別 府府府府 翔翔翔翔 青青青青 2-12-12-12-1

12月4日12月4日12月4日12月4日 日日日日 11:3011:3011:3011:30 別別別別 府府府府 鶴鶴鶴鶴 見見見見 丘丘丘丘 vs 佐佐佐佐 伯伯伯伯 鶴鶴鶴鶴 城城城城 3-13-13-13-1

12月4日12月4日12月4日12月4日 日日日日 13:0013:0013:0013:00 玖玖玖玖 珠珠珠珠 美美美美 山山山山 vs 大大大大 分分分分 4th4th4th4th
1-11-11-11-1

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022後期 OFAリーグ高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022後期 OFAリーグ高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022後期 OFAリーグ高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022後期 OFAリーグ

地域/都道府県名　大分県

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022後期 OFA3部Cリーグ高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022後期 OFA3部Cリーグ高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022後期 OFA3部Cリーグ高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2022後期 OFA3部Cリーグ
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