
節 期　　日 開始時間 節 期　　日 開始時間 節 期　　日 開始時間

５月　９日 10:30 青　陵 vs 遠　矢 ５月　９日 9:30 白糠・音別 vs 大楽毛 ５月　９日 10:30 阿　寒 vs シュペルブＢ

青陵中Ｇ 12:00 鳥取西 vs 庶　路 富原中Ｇ 10:50 霧多布 vs 幣　舞 釧路町Ｇ 11:15 真　龍 vs ＳＣ釧路Ｂ

13:30 景　雲 vs  桜が丘春採 12:10 ヴァンクール vs 美　原 13:00  標茶弟子屈 vs 景雲Ｂ

北なし vs 13:30 富　原 vs 附　属 青陵Ｂなし vs

５月１０日 10:30 景　雲 vs 遠　矢 ５月１０日 9:30 富　原 vs 美　原 ５月１０日 10:30 真　龍 vs 景雲Ｂ

青陵中Ｇ 12:00 北 vs  桜が丘春採 大楽毛中Ｇ 10:50 ヴァンクール vs 附　属 釧路町Ｇ 11:15 シュペルブＢ vs 青陵Ｂ

13:30 青　陵 vs 庶　路 12:10 白糠・音別 vs 幣　舞 13:00 阿　寒 vs ＳＣ釧路Ｂ

鳥取西なし vs 13:30 霧多布 vs 大楽毛 標茶弟子屈なし vs

５月１６日 10:30 鳥取西 vs 北 ５月１６日 9:30 霧多布 vs 附　属 ５月１６日 10:30  標茶弟子屈 vs 青陵Ｂ

桜が丘中Ｇ 12:00 景　雲 vs 庶　路 大楽毛中Ｇ 10:50 白糠・音別 vs 美　原 青陵中Ｇ 11:15 シュペルブＢ vs ＳＣ釧路Ｂ

13:30 遠　矢 vs  桜が丘春採 12:10 富　原 vs 幣　舞 13:00 阿　寒 vs 真　龍

青陵なし vs 13:30 ヴァンクール vs 大楽毛 景雲Ｂなし vs

５月２４日 10:30 景　雲 vs 北 ５月２３日 9:30 ヴァンクール vs 幣　舞 ５月２３日 10:30 ＳＣ釧路Ｂ vs 景雲Ｂ

青陵中Ｇ 12:00 鳥取西 vs 遠　矢 美原中Ｇ 10:50 富　原 vs 大楽毛 釧路町Ｇ 11:15 真　龍 vs 青陵Ｂ

13:30 青　陵 vs  桜が丘春採 12:10 白糠・音別 vs 附　属 13:00  標茶弟子屈 vs シュペルブＢ

庶路なし vs 13:30 霧多布 vs 美　原 阿寒なし vs

５月３０日 10:30 庶　路 vs  桜が丘春採 ５月３０日 9:30 霧多布 vs 白糠・音別 ５月３０日 10:30 真　龍 vs  標茶弟子屈

桜が丘中Ｇ 12:00 北 vs 遠　矢 美原中Ｇ 10:50 富　原 vs ヴァンクール 中Ｇ 11:15 阿　寒 vs 景雲Ｂ

13:30 鳥取西 vs 青　陵 12:10 美　原 vs 附　属 13:00 ＳＣ釧路Ｂ vs 青陵Ｂ

景雲なし 大楽毛・幣舞なし シュペルブＢなし

５月３１日 10:30 鳥取西 vs  桜が丘春採 ６月　６日 9:30 ヴァンクール vs 霧多布 ６月　６日 10:30 阿　寒 vs 青陵Ｂ

春採中Ｇ 12:00 景　雲 vs 青　陵 幣舞中Ｇ 10:50 幣　舞 vs 美　原 中Ｇ 11:15 シュペルブＢ vs 景雲Ｂ

13:30 北 vs 庶　路 12:10 大楽毛 vs 附　属 13:00  標茶弟子屈 vs ＳＣ釧路Ｂ

遠矢なし 富原・白糠音別なし 真龍なし

６月１３日 10:30 遠　矢 vs 庶　路 ６月１３日 9:30 大楽毛 vs 美　原 ６月１３日 10:30 景雲Ｂ vs 青陵Ｂ

北中Ｇ 12:00 青　陵 vs 北 富原中Ｇ 10:50 幣　舞 vs 附　属 青陵中Ｇ 11:15 阿　寒 vs  標茶弟子屈

13:30 景　雲 vs 鳥取西 12:10 ヴァンクール vs 白糠・音別 13:00 真　龍 vs シュペルブＢ

桜ヶ丘春採なし ＳＣ釧路Ｂなし
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【１部リーグ】

U-15　釧路地区リーグ　1回戦日程（5/9～6/13）
【２部リーグ】 【３部リーグ】


