第１６回静岡県西部サッカーユースリーグ
日程表

節 会場 月日 ｷｯｸｵﾌ
オイスカ 3/12(土) 13:00
オイスカ 3/12(土) 15:00
湖西 3/20（日） 10:00
3/12(土) 9:30
1 浜松東
浜松東 3/12(土) 11:30
ゆめ多 3/13（日） 10:00
ゆめ多 3/12(土) 10:00
ゆめ多 3/12(土) 12:00
オイスカ 4/3(日) 10:00
オイスカ 4/3(日) 12:00
開誠館 4/3(日) 10:00
開誠館 4/3(日) 12:00
2 浜岡総合
4/3(日) 10:00
浜岡総合 4/3(日) 12:00
ゆめサ 4/2(土) 10:00
ゆめサ 4/2(土) 12:00
磐田東 5/29(日) 10:00
磐田東 5/29(日) 12:00
オイスカ 5/29(日) 10:00
5/29(日) 12:00
3 オイスカ
浜松東 5/29(日) 10:00
浜松東 5/29(日) 12:00
袋井 6/5（日） 9:30
袋井 6/5（日） 11:30
オイスカ 6/11(土) 10:00
オイスカ 6/11(土) 12:00
湖西 6/11(土) 10:00
湖西 6/11(土) 12:00
4 浜岡総合
6/11(土) 10:00
浜岡総合 6/11(土) 12:00
浜松東 6/11(土) 10:00
浜松東 6/11(土) 12:00
オイスカ 6/19(日) 12:00
オイスカ 6/19(日) 12:00
浜松東 6/19(日) 10:00
6/19(日) 12:00
5 浜松東
袋井 6/19(日) 10:00
袋井 6/19(日) 12:00
ゆめ多 6/19(日) 10:00
ゆめ多 6/19(日) 12:00
磐田東 6/26（日） 10:00
磐田東 6/26（日） 14:30
オイスカ 6/26（日） 10:00
6/26（日） 12:00
6 オイスカ
旧気賀 6/25(土) 10:00
旧気賀 6/25(土) 12:00
袋井 6/26（日） 10:00
袋井 6/26（日） 12:00

一部

対戦カード
Ｒ
運営
浜松開誠館3
オイスカ 対 袋井2
浜松開誠館3 対 浜松工 オイスカ
湖西 対 磐田東2 浜松東
浜松東 対 掛川西
湖西
浜松西 対 新居 浜松市立
浜松市立 対 池新田 浜松西
小笠 対 磐田西 浜松湖北
浜松湖北 対 浜名2
小笠
オイスカ 対 浜名2
湖西
湖西 対 浜松工 オイスカ
浜松開誠館3 対 新居 浜松湖北
浜松湖北 対 浜松西 浜松開誠館3
池新田 対 掛川西
小笠
小笠 対 磐田東2 池新田
浜松市立 対 磐田西 浜松東
浜松東 対 袋井2 浜松市立
浜松市立 対 磐田東2 小笠
小笠 対 浜松工 浜松市立
オイスカ 対 浜松西
湖西
湖西 対 浜松開誠館3 オイスカ
浜松東 対 浜名2 浜松湖北
浜松湖北 対 新居
浜松東
池新田 対 袋井2 掛川西
掛川西 対 磐田西 池新田
オイスカ 対 浜松湖北 掛川西
掛川西 対 磐田東2 オイスカ
湖西 対 新居 浜松市立
浜松市立 対 浜松工
湖西
池新田 対 浜名2
小笠
小笠 対 浜松開誠館3 池新田
浜松東 対 浜松西 磐田西
磐田西 対 袋井2 浜松東
浜松市立 対 浜松開誠館3 オイスカ
オイスカ 対 新居 浜松市立
浜松東 対 浜松湖北 小笠
小笠 対 湖西
浜松東
袋井2 対 磐田東2 池新田
池新田 対 浜松西 袋井2
磐田西 対 浜名2 掛川西
掛川西 対 浜松工 磐田西
磐田西 対 浜松西 磐田東2
磐田東2 対 浜名2 磐田西
浜松東 対 オイスカ 浜松市立
浜松市立 対 湖西
浜松東
池新田 対 浜松湖北 掛川西
掛川西 対 浜松開誠館3 池新田
袋井2 対 浜松工
小笠
小笠 対 新居
袋井2

第１６回静岡県西部サッカーユースリーグ
日程表

節 会場 月日 ｷｯｸｵﾌ
磐田東 7/9(土) 10:00
磐田東 7/9(土) 12:00
浜岡総合 7/9(土) 10:00
7/9(土) 12:00
7 浜岡総合
浜名 7/9(土) 10:00
浜名 7/9(土) 12:00
浜松東 7/9(土) 10:00
浜松東 7/9(土) 12:00
磐田東 7/17(日) 10:00
磐田東 7/17(日) 12:00
オイスカ 7/17(日) 10:00
オイスカ 7/17(日) 12:00
8 浜岡総合
7/17(日) 10:00
浜岡総合 7/17(日) 12:00
浜名 7/17(日) 10:00
浜名 7/17(日) 12:00
オイスカ 7/23(土) 10:00
オイスカ 7/23(土) 12:00
浜岡総合 7/23(土) 10:00
7/23(土) 12:00
9 浜岡総合
浜名 7/23(土) 10:00
浜名 7/23(土) 12:00
浜松東 7/23(土) 10:00
浜松東 7/23(土) 12:00
オイスカ 7/30（土） 10:00
オイスカ 7/30（土） 12:00
湖西 7/30（土） 10:00
7/30（土） 12:00
10 湖西
浜名 7/30（土） 11:00
浜名 7/30（土） 13:00
浜松東 7/31(日) 10:00
浜松東 7/31(日) 12:00
吉美 8/27(土) 12:00
浜名 8/27(土) 10:00
浜名 8/27(土) 12:00
8/27(土) 10:00
11 浜松東
浜松東 8/27(土) 12:00
袋井 8/27(土) 10:00
袋井 8/27(土) 12:00
吉美 8/27(土) 10:00
安久路 9/4（日） 10:00
安久路 9/4（日） 12:00
磐田東 9/4（日） 10:00
磐田東 9/4（日） 12:00
12 オイスカ
9/4（日） 10:00
オイスカ 9/4（日） 12:00
浜松東 9/4（日） 10:00
浜松東 9/4（日） 12:00

一部

対戦カード
Ｒ
運営
磐田東2 対 浜松西 磐田西
磐田西 対 浜松湖北 磐田東2
池新田 対 オイスカ 袋井2
袋井2 対 浜松開誠館3 池新田
浜名2 対 浜松工 掛川西
掛川西 対 湖西
浜名2
浜松東 対 新居 浜松市立
浜松市立 対 小笠
浜松東
磐田東2 対 浜松湖北 袋井2
袋井2 対 湖西 磐田東2
磐田西 対 オイスカ 浜松市立
浜松市立 対 新居
磐田西
池新田 対 浜松東 掛川西
掛川西 対 小笠
池新田
浜名2 対 浜松開誠館3 浜松工
浜松工 対 浜松西 浜名2
磐田東2 対 オイスカ 浜松工
浜松工 対 浜松湖北 磐田東2
池新田 対 新居
袋井2
袋井2 対 小笠
池新田
浜名2 対 湖西
掛川西
掛川西 対 浜松市立 浜名2
磐田西 対 浜松東 浜松西
浜松西 対 浜松開誠館3 磐田西
浜松工 対 オイスカ 浜松開誠館3
浜松開誠館3 対 浜松湖北 浜松工
浜松西 対 湖西
掛川西
掛川西 対 新居
浜松西
浜名2 対 小笠
磐田西
磐田西 対 池新田 浜名2
磐田東2 対 浜松東 袋井2
袋井2 対 浜松市立 磐田東2
浜松開誠館3 対 オイスカ 浜名2
浜名2 対 浜松市立 浜松開誠館3
磐田西 対 新居
浜松工
浜松工 対 浜松東 磐田西
浜松西 対 小笠
袋井2
袋井2 対 掛川西 浜松西
磐田東2 対 池新田 浜松湖北
浜松湖北 対 湖西 磐田東2
浜名2 対 掛川西 浜松工
浜松工 対 池新田 浜名2
磐田東2 対 磐田西 袋井2
袋井2 対 新居 磐田東2
湖西 対 オイスカ 浜松湖北
浜松湖北 対 小笠
湖西
浜松開誠館3 対 浜松東 浜松西
浜松西 対 浜松市立 浜松開誠館3

第１６回静岡県西部サッカーユースリーグ
日程表

節 会場 月日 ｷｯｸｵﾌ
浜松東 9/10(土) 10:00
浜松東 9/10(土) 12:00
磐田東 9/11(日) 10:00
磐田東 9/11(日) 12:00
13 オイスカ
9/11(日） 10:00
オイスカ 9/11(日) 12:00
袋井 9/11(日) 10:00
袋井 9/11(日) 12:00
湖西 10/1(土) 10:00
湖西 10/1(土) 12:00
磐田東 10/2(日) 10:00
磐田東 10/2(日) 12:00
14 オイスカ
10/2(日) 10:00
オイスカ 10/2(日) 12:00
袋井 10/2(日) 10:00
袋井 10/2(日) 12:00
オイスカ 10/8(土) 10:00
オイスカ 10/8(土) 12:00
浜名 10/8(土) 10:00
10/8(土) 12:00
15 浜名
袋井 10/8(土) 10:00
袋井 10/8(土) 12:00
湖西運動 10/9(日) 10:00
湖西運動 10/9(日) 12:00

対戦カード
湖西 対 浜松東
浜松湖北 対 浜松市立
磐田東2 対 新居
浜松工 対 磐田西
オイスカ 対 小笠
浜松開誠館3 対 池新田
浜名2 対 袋井2
浜松西 対 掛川西
湖西 対 池新田
浜松湖北 対 掛川西
浜松工 対 磐田東2
浜名2 対 新居
小笠 対 浜松東
オイスカ 対 浜松市立
浜松西 対 袋井2
浜松開誠館3 対 磐田西
オイスカ 対 掛川西
浜松東 対 浜松市立
浜松西 対 浜名2
浜松開誠館3 対 磐田東2
浜松湖北 対 袋井2
小笠 対 池新田
湖西 対 磐田西
浜松工 対 新居

一部

Ｒ
運営
浜松湖北
湖西
浜松工
磐田東2
浜松開誠館3
オイスカ
浜松西
浜名2
浜松湖北
湖西
浜名2
浜松工
オイスカ
小笠
浜松開誠館3
浜松西
浜松東
オイスカ
浜松開誠館3
浜松西
小笠
浜松湖北
浜松工
湖西

