
： 高橋宏幸 戸水隆二 大野伴和 畠山和紀 ： 佐々木啓太

： 宇野和哉 髙杉征幹 山口　職 西岡兼昭 ： 内藤健人

： 宇野雅輝 田中光雄 杉田哲男 小野　敦 ： 佐藤隆司

： 竹本良平 岩渕堅志 上村　篤 狭間昭博 ： 細野　圭

： 内山富博 髙杉征幹 岩渕堅志 西岡兼昭 ： 西島新一

： 高橋宏幸 工藤博道 杉元直人 廣岡玄太 ：

： 宇野和哉 山口　職 田中光雄 河江将司 ：

： 内山富博 杉田哲男 戸水隆二 岡田賢二 ： 長岡優典

： 栗栖隆昭

： 佐藤　誠

： ：

： ：

： ： 廣瀬達也

： ： 木明強志

： ：

： ：

： ：

： ：

： ：

： ： D⑨ 西帯 東 西帯 東

試合時間　２0分-6分-２0分

緑丘 若葉 10 16:09 浦幌 SSJr

明広 緑陽 明広

10 16:09 豊成 広尾 C⑨ 緑丘 若葉

9 15:18 東 西帯広 D⑧ 緑陽

浦幌

9 15:18 緑丘 若葉 C⑧ 光南 川西 光南 川西

明和広陽 緑陽台 D⑩ ＳＳ 浦幌 ＳＳ広尾 豊成 広尾 豊成 8 14:27

D⑥ 中札 帯Ｊｒ 中札 帯Ｊｒ

8 14:27 光南 川西 C⑩

本別 池田 7 13:36 白人 音更Jr

白人 白人 音更Ｊ

7 13:36 清水 御影 C⑥ 本別 池田

6 12:45 帯広Jr 中札内 D⑦ 音更Ｊ

白人

6 12:45 池田 本別 C⑦ 御影 清水 御影 清水

明和広陽 西帯広 D④ 白人 ＳＳ ＳＳ清水 広尾 清水 広尾 5 11:54

D③
３級
一次

中札 浦幌 中札

5 11:54 光南 若葉 C④

豊成 本別 4 11:03 白人 SSJr

西帯 明広 西帯

4 11:03 清水 広尾 C③ 豊成 本別

3 10:12 浦幌 中札内 D⑤
３級
一次

緑陽

3 10:12 豊成 本別 C⑤ 若葉 光南 若葉 光南

帯広Jr 音更Jr D① 東 緑陽 東川西 緑丘 川西 緑丘 2 9:21

D② 帯Ｊｒ 音更Ｊ 帯Ｊｒ 音更Ｊ

2 9:21 池田 御影 C①

御影 池田 1 8:30 緑陽台 東

副審１ 副審２ 第４審判

1 8:30 川西 緑丘 C② 御影 池田

第４審判 試合 時間 対戦チーム 審判 主審

啓西

十勝川河川敷Ｃコート 十勝川河川敷Ｄコート

試合 時間 対戦チーム 審判 主審 副審１ 副審２

大空 帯広中央 B⑨
３級
一次

啓西 陸別10 16:09

B⑧
３級
一次

稲田 芽室 稲田

10 16:09

9 15:18 啓西 陸別

大空 中央 大空

9 15:18

8 14:27 芽室 稲田 B⑩
３級
一次

札南

8 14:27 しんとく ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ A⑦ 協会 開西 鈴蘭 開西

上士幌 士幌 B⑥ 明星H 札南 明星H協会 プログレ しんとく プログレ 7 13:36

B⑦ 士幌 上士幌 士幌 上士幌

7 13:36 鈴蘭 開西つつじが丘 A⑧

音Ｕｎ 帯広ＦＣ 6 12:45 札南 明星H

中央 上士幌 中央

6 12:45 大樹 足寄 A⑤ 協会 帯広ＦＣ

5 11:54 芽室 陸別 B④
３級
一次

明星H

5 11:54 帯広FC 音更Un A⑥ 協会 大樹 足寄 大樹

上士幌 帯広中央 B③
３級
一次

明星H 大空協会 足寄 幕札 足寄 4 11:03

B⑤
３級
一次

陸別 芽室 陸別

4 11:03 しんとく 開西つつじが丘 A③

開西 しんとく 3 10:12 大空 明星H

啓西 稲田 啓西

3 10:12 幕別札内 足寄 A④ 協会 しんとく

2 9:21 札南 士幌 B①
３級
一次

士幌

2 9:21 鈴蘭 音更Un A① 協会 大樹 プログレ 大樹

稲田 啓西 B②
３級
一次

士幌 札南協会 鈴蘭 音Ｕｎ 鈴蘭 1 8:30

審判 主審 副審１ 副審２ 第４審判

1 8:30 大樹 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｿ A②

副審１（３級以上） 副審2（３級以上） 第４審判 試合 時間 対戦チーム

2018JFA全日本U-12サッカー選手権大会十勝地区予選審判割り当て 第14節、第１5節 ２０１８年8月1１日（土）

十勝川河川敷Ａコート（決勝リーグ） 十勝川河川敷Ｂコート

試合 時間 対戦チーム 審判 主審（３級以上）



： 宇野和哉 杉田哲男 上村　篤 岡田賢二

： 杉野全由 髙杉征幹 戸水隆二 西岡兼昭

試合時間　２0分-6分-２0分

10 16:0910 16:09

9 15:189 15:18

8 14:278 14:27

7 13:367 13:36

6 12:456 12:45

5 11:545 11:54

4 11:034 11:03

3 10:123 10:12

2 9:212 9:21

1 8:30

副審１ 副審２ 第４審判

1 8:30

第４審判 試合 時間 対戦チーム 審判 主審試合 時間 対戦チーム 審判 主審 副審１ 副審２

10 16:0910 16:09

9 15:189 15:18

8 14:278 14:27

7 13:367 13:36

6 12:456 12:45

5 11:545 11:54

4 11:034 11:03

3 10:123 10:12

2 9:212 9:21 幕別札内 開西つつじが丘 ① 協会 大樹 鈴蘭 大樹

協会 開西 幕札 開西 1 8:30

審判 主審 副審１ 副審２ 第４審判

1 8:30 大樹 鈴蘭 ②

副審１（３級以上） 副審２ 第４審判 試合 時間 対戦チーム

2018JFA全日本U-12サッカー選手権大会十勝地区予選審判割り当て 第１3節の一部 ２０１８年8月1２日（日）

十勝川河川敷Aコート（決勝リーグ）

試合 時間 対戦チーム 審判 主審（３級以上）


