こくみん共済U-12サッカーリーグin千葉 前期リーグ日程

平成28年度

上段：会場 下段：参加チーム名
１節
２節
３節
Ｎリーグ
4月24日
5月1日
5月8日

４節
5月15日

5節
6月15日

予備日
6月12日

上段：会場 下段：参加チーム名
１節
２節
３節
Ｓリーグ
4月24日
5月1日
5月8日

柏レイソル人工芝 柏レイソル人工芝 柏レイソル人工芝 柏レイソル人工芝 柏レイソル人工芝

N-1

大久保SCG，高柳ＦＣ柏、まつひだいＳＣアズール，ＦＣ八幡ビーバーズ，浦安JSC，福田ＳＣ，柏レイソルU-12，船橋法典ＦＣ
ロッソ，ＦＯＲＺＡ!沼南
柏市大津ヶ丘第一小

N-2

N-4

市川市行徳小

白井市白井第三小

N-8

N-10

習志野市茜浜ＧＡ 習志野市茜浜Ｇ 我孫子市ゆうゆう公園

N-12

白井第三小

流山東部スポーツフィールド

船橋市湊町小 未定

未定

未定

未定

我孫子市並木小 市川市柏井小

流山市河川敷サッカー場

浦安市明海小

ＶＩＶＡＩＯ船橋Ｂ，船橋法典ＦＣレッド，我孫子翼ＳＣ，市川北ＦＣ，ペガサスジュニアＦＣ，明海ＦＣＡ，新松戸ＳＣ，ＦＣラソフィーオ，
大久保SCW

習志野市茜浜Ｇ 船場行田東小 松戸旭町小

我孫子市ゆうゆう公園

未定

白井ＦＣイエロー,行田東ＦＣ，東習志野ＦＣホワイト，松戸旭ＳＣ，つくし野ＳＣ，高洲ＳＣホッパーズグリーン，SP-フッチＳＣ，エン
デバーＦＣ

印西市内野小 習志野市茜浜Ｇ

我孫子市湖北台東小

船橋市高瀬町小 市川市塩焼小

南市川ＪＦＣ，ＦＣ ALMA松戸，湖北台クラブ，船橋海神スポーツクラブ，GOAL GENIUS．FC，桜台ＦＣ，清水台ＦＣ，見明川ＳＣ

S-11

S-13
S-14

フォルテ野田ＳＣサファイヤ，アーセナルＳＳ市川U-12，百合台ＳＣ，柏レイソルTOR'82，二宮ＦＣ，向山イレブンＳＣ，高根東ＳＳ
Ｓホワイト，カナリーニョＦＣ
流山江戸川河川敷Ｇ

N-17

市川市中国分スポーツ広場

千葉市大巌寺小

船橋市葛飾小 印西市滝野小

市原市東海小

千葉市鶴沢小

千葉市都川水の里公園サッカー場

木更津市桜井グラウンド

鳴浜荘グラウンド

千葉市青葉の森陸上競技場

君津市八重原小 未定

未定

銚子市豊里台多目的広場

富津市新富運動場

千葉市生浜小

佐倉市染井野調整池広場

八千代市村上小

北貝塚ＦＣ，ＦＣエルファー木更津，千葉ＦＣU-12，コラソン千葉U-12，千代田ＦＣ，村上ＳＣレッド，ＨＡＭＡＮＯ ＪＦＣ，南房総館
山コスモＴＦＣ、西小中台ＦＣ

四街道市吉岡小

八千代市総合グラウンド

成田市ニュータウンスポーツ広場

花園ＳＣ Ｇ，ＦＣウーノ木更津，千城台ＦＣバッラーレ，水郷ＳＳＳ,成田ＳＳＳ，ＦＣ高津ＷＨＩＴＥ，椎の木ＦＣ，千葉アミカルＳＣ

千葉市大森小 市原市千種小 千葉市小倉小 八街市八街東小
ＦＣリベレオ，大森ＳＣブルー，千種ＦＣ，小倉ＦＣ，ＦＣ根郷，ＦＣやちまたＢ，大和田ＦＣアズーリ，花園ＳＣ Ｗ
千葉市都川水の里公園サッカー場

木更津市桜井グラウンド

大網白里市大網小

ＦＣアローズ，市原ユナイテッドＦＣ，稲毛ＦＣ U-12、木更津ＦＣ，ＦＣ ＦＲＩＥＮＤＳU-12，ＦＣラルクヴェール千葉U-12，エスフェ
ローザ八千代，セレステ成田ＪＦＣ

千葉市作新小

佐倉市岩名球技場 袖ケ浦市奈良輪小 千葉市淑徳大総合Ｇ

ユーカリが丘ＳＣ、ポカルスＦＣ，白幡ＦＣ，ＦＣおゆみ野ブルー，作新ＳＣ，昭和ＳＣ，八街蹴球倶楽部，ＦＣボレイロ成田ＲＥＤ

千葉市柏台小

エスタディオサンフット 市原市辰巳台西Ｇ 木更津市桜井運動場 千葉市真砂第五小

成田ＦＣナポリ，桜台ＪＦＣ，WingsU-12 TOP，MES千葉VITTORIASＦＣＪｒ，高柳木更津ＦＣ，千葉美浜コパソル，都賀ライオン
ズ，ときがねＦＣ，村上ＦＣブルー

千葉市草野小

佐倉市岩名球技場 君津市大和田小

実住ＦＣ，中志津ＳＣ，草野ＦＣ，ＦＣ幕西，大和田ＳＳＣ，エクサスＳＣ U-12，長浦ＳＣ，イーグルス
山武市山柄荘専用Ｇ

S-16

成田市三里塚グラウウド

大木戸ＳＣ，幕張リバティー，青堀ＳＣ、幸町ＦＣスワローズ、銚子ＳＳＳ，ＦＣ佐倉，勝田台ＦＣ，ＦＣラルクヴェール千葉，ＦＣフェ
ルサＧＩＯＮ

佐倉市岩名球技場

S-15

千葉市都川水の里公園サッカー場

市原東ＦＣ，バディーＳＣ千葉サックス，ジョカーレＦＣ，ＦＣきみつ，ＦＣクレア，長生マリンズＦＣ，成田ＦＣミラン，白銀T-REX，ＪＳ
Ｃ ＣＨＩＢＡ

千葉市高浜海浜小

S-12

千葉市幕張南小

磯辺ＦＣグリーン，子安ＳＳＣブルー，ＦＣ ｃｕｏｒｅ千葉，コラソン千葉，ＣＩイレブンＳＣ，葛城ＦＣU-12,柏レイソルA.A.長生ホワイト，
エストゥーロ八千代，志津ＦＣ

木更津市桜井グラウンド

S-10

北市川スポーツフィールド 北市川スポーツフィールド 北市川スポーツフィールド 北市川スポーツフィールド

N-16

佐倉市岩名球技場Ａ・Ｂ

木更津市桜井グラウンド 千葉市幸町子供広場

S-9

習志野市香澄小 浦安市明海球技場 柏市逆井運動場

ＦＣ平田，イーストジュニアＦＣ，ＭＳＳ香澄Ｙ，船橋イレブン２００２ブルー，ダムＦＣ，船橋若松ＦＣ，イレブンジュニアＳＣ，ペガサ
スジュニアＦＣ U-12

八千代市総合グラウンド

千葉市幕張東小 佐倉市岩名球技場 佐倉市岩名球技場

S-8

君津市小糸小 Ｓｕｎ Ｆｏｏｔ

チームスポルト八千代，アブレイズ千葉ＳＣ，ＦＣおゆみ野ホワイト，ＰＢＪ千葉，高洲コスモスＦＣ，東海ＦＣ，こてはし台ＳＣ，ＦＣ
やちまたＡ，三里塚ＳＣ

千葉市スターナッツＧ

S-7

木更津市畑沢小

ＦＣ高津ＲＥＤＯ，ＦＣウイングス，ＦＣ ＢＯＮＤＳ，千城台ＦＣアビジャーナ，蘇我ＦＣ，フロインツ，青葉台ＦＣ，小中台ＦＣビアン
キ，茂原ウエストＳＣ

君津市貞元運動場

S-6

やまびこ幼稚園第二Ｇ

レッドクローバーＳＣ，千代田ライガーＳＣ，七栄ＦＣ，パサニオール誉田ＦＣ，小糸ＦＣ，ＷｉｎｇｓU-12，若松エルフＳＣ，ＴＯＰＥ Ｓ
ＡＩＤＯアウルＦＣ，千葉ＳＣ U-12

千葉市大巌寺小

S-5

流山市おおたかの森高校

六実ＳＣ，柏マイティーＦＣ，実籾マリンスターズ，印西ＦＣホワイト，夏見ＦＣ，ドリームユニヴァースクリエイターズＦＣ，市川真間
ＳＣ，新浜ＦＣ

千葉市大森小

酒々井総合公園 千葉市磯辺第二小 千葉市西の谷小

ＦＣ千葉なのはな，ＦＣ Ｃａｎｔｅｒａ，鷹ＳＣ，磯辺ＦＣレッド，レグルスＦＣ，平川ＳＣ，小中台ＦＣアッズーリ，デサフィーオ君津ＦＣ
柏の葉公園総合競技場

市原スポレク

フクダ電子スクエア 八千代市睦グラウンド フクダ電子スクエア

女子リーグ

白井ＦＣネイビー，南流山少年ＳＣ，市川ＦＣレーベ，葛飾ＦＣ，滝野ＦＣ，我孫子隼ＳＣ，つくしＳＣ，船橋ＦＣ

予備日
6月12日

Ｊホグワーク，柏レイソルA.A.長生イエロー，ＦＣボレイロ成田BULE，ソレイユ明青，千葉ＦＣ，ＦＣヴィエントス木更津，ＦＡＶＥＲＺ
Ｅ千葉ＳＣ，稲毛ＦＣ，ちはら台ＳＣ

佐倉市岩名球技場 酒々井総合公園

S-4

松戸市和名ヶ谷小 市川市百合台小 浦安市明海球技場

高野山ＳＳＳ，船橋イレブン２００２イエロー，ルキナス印西ホワイト，矢切ＳＣボンバー，市川ＫＩＦＣ，明海ＦＣＢ，上本郷ＳＣ，風
早レクトＦＣ，薬園台ＳＣ

我孫子市五本松運動場

N-15

流山高等学校 習志野市秋津小 柏市逆井運動場

ヴィスポ柏９９ＦＣ，船橋ＪＹＳ，三小キッカーズ，トリプレッタＦＣ，フォルマーレ，新浦安ユナイテッドグランノバ，梅郷ＳＣ，松葉Ｓ
Ｃ，藤崎ＳＣ

野田市清水台小

N-14

柏市逆井運動場 柏市第六小

八木ケ谷北ＦＣ，白井冨士ＳＣＲ、ＦＣ LIEN柏，江戸川台ＦＣ，市川中央リトルウイングスＦＣ、高洲ＦＣホッパーズイエロー，松戸
カンガルーＦＣ，ＦＣアミスター

松戸市六実第三小

N-13

船橋市習志野台第一小

豊四季ＦＣＢ，大久保東FC，ＦＣゼンニチ，北習志野ＦＣ，柏ラッセルＦＣ，ＦＣトリム，ＦＣ浦安ブルーウイングス，南行徳ＦＣ，ラ
ビットキッカーズ

酒々井総合公園球技場

四街道市八木原小 茂原市富士見公園 市原市市東第一小

S-3

流山東部スポーツフィールド

初石少年ＳＣ，ミナトＳＣ，谷津ＳＣ，つくし野ＳＣU-12，行田西ＳＣ，柏エフォートＦＣ，矢切ＳＣアタック，マリーナＦＣブルー，市川
ＭＦＣフォックス

習志野袖ケ浦少年サッカー場

N-11

船橋市丸山小 我孫子市新木小

柏市逆井運動場 船橋市高根東小 印西市内野小 未定

柏Ｂヴィスポ手賀の丘Ｇ 我孫子市ゆうゆう公園

N-9

松戸市千駄堀多目的広場

君津市北子安小 東金市城西小

5節
6月15日

子安ＳＳＣイエロー，大森ＳＣスカイ，城西ＪＦＣ，酒々井ＦＣ，大和田ＦＣセレソン，ＪＡＣＰＡ千葉ＦＣ、蔵波ＦＣ，バディーＳＣ千葉
ホワイト，千草台ディライトＦＣ
茂原市茅場グラウンド 成田市北羽鳥多目的広場 上高野多目的グラウンド 千葉市幸町子供広場，

S-2

白井市池の上小 船橋市夏見台小

ＦＣギャルソン浦安，流山隼少年ＳＣ，柏ＳＳＳ，高根東ＳＳＳオレンジ，印西ＦＣイエロー，ＶＩＶＡＩＯ船橋ＳＣＹ，ドラゴン柏ＳＣ，ま
つひだいＳＣブランコ，稲荷木ＳＣ

印西市小林北小 習志野市茜浜ＧＢ

N-7

野田市スポーツ公園

新浦安ユナイテッド入船少年，行徳ＳＣ，常盤平少年ＳＣ，白井冨士ＳＣ Ｙ，船橋丸山ＦＣ，新木やまとＳＳＳ，ＭＳＳ・香澄Ｇ，バリ
エンテオンセＦＣ，流山東部ＦＣ

松戸市矢切支援学校

N-6

市川市二俣小

布佐少年ＳＣ，松戸小金原ＦＣ，中国分リトルウイングスＦＣ，マリーナＦＣスカイ，アルドールフットボールアカディミー，ＦＣアク
ティブ柏，F.F.S.C.，沼南ＪＦＣ，東習志野ＦＣブルー

流山東部スポーツフィールド

N-5

市川市中国分小 浦安市日の出小 習志野市茜浜小 柏市塚崎運動場

布佐少年ＳＣ,松戸小金原ＦＣ，中国分リトルウイングスＦＣ，マリーナＦＣスカイ，アルドールフットボールアカデミー，ＦＣアクティ
ブ柏，F.F.S.C.，沼南ＪＦＣ，東習志野ＦＣブルー

浦安市明海球技場

N-3

S-1

４節
5月15日

柏レディースＦＣ，夏見ＦＣなでしこ，La Ciruｅｌａ NARITA U-12，千葉中央ＦＣ U12ガールズ

