
節 地区 会場 kickoff チーム名 チーム名 当番チーム

１０：００ 北海道大谷室蘭高校 ｖｓ 旭川凌雲高校

１２：0５ 旭川実業高校 ｖｓ 北星学園大学附属高校

１１：００ 札幌第一高校 ｖｓ 駒大苫小牧高校

１３：0５ 札幌大谷高校 ｖｓ 帯広北高校

１０：００ 駒大苫小牧高校 ｖｓ 旭川凌雲高校

１２：0５ 北海道大谷室蘭高校 ｖｓ 北星学園大学附属高校

１１：００ 旭川実業高校 ｖｓ 帯広北高校

１３：0５ 札幌第一高校 ｖｓ 札幌大谷高校

１０：００ 旭川実業高校 ｖｓ 札幌第一高校

１２：0５ 北星学園大学附属高校 ｖｓ 帯広北高校

１１：００ 札幌大谷高校 ｖｓ 旭川凌雲高校

１３：0５ 北海道大谷室蘭高校 ｖｓ 駒大苫小牧高校

１０：００ 帯広北高校 ｖｓ 札幌第一高校

１２：0５ 北海道大谷室蘭高校 ｖｓ 札幌大谷高校

１１：００ 駒大苫小牧高校 ｖｓ 旭川実業高校

１３：0５ 北星学園大学附属高校 ｖｓ 旭川凌雲高校

１０：００ 駒大苫小牧高校 ｖｓ 札幌大谷高校

１２：0５ 北星学園大学附属高校 ｖｓ 札幌第一高校

１１：００ 北海道大谷室蘭高校 ｖｓ 帯広北高校

１３：0５ 旭川実業高校 ｖｓ 旭川凌雲高校

１０：００ 駒大苫小牧高校 ｖｓ 北星学園大学附属高校

１２：0５ 札幌大谷高校 ｖｓ 旭川実業高校

１１：００ 帯広北高校 ｖｓ 旭川凌雲高校

１３：0５ 北海道大谷室蘭高校 ｖｓ 札幌第一高校

１０：００ 札幌大谷高校 ｖｓ 北星学園大学附属高校

１２：0５ 札幌第一高校 ｖｓ 旭川凌雲高校

１１：００ 北海道大谷室蘭高校 ｖｓ 旭川実業高校

１３：0５ 帯広北高校 ｖｓ 駒大苫小牧高校

前　期

1 4 26 日
札
幌

東雁来東

日付

高円宮杯U-18サッカーリーグ２０１５プリンスリーグ北海道　日程会場

北星

東雁来西 札第一

2 5 2 土
札
幌

ＳＳＡＰ天然芝 北星

ＳＳＡＰ人工芝 札大谷

3 5 6 水祝
札
幌

東雁来東 札第一

東雁来西 札大谷

4 5 10 日
旭
川

東光スポーツ公園Ａ 旭実業

東光スポーツ公園Ｂ 旭凌雲

帯北

帯広の森球技場Ｂ

6 7 4 土
旭
川

忠和運動公園Ａ 旭実業

忠和運動公園Ｂ

5 6 27 土
帯
広

帯広の森球技場Ａ

旭凌雲

7 7 12 日
苫
小
牧

緑が丘運動公園Ａ

駒苫

緑が丘運動公園Ｂ



節 地区 会場 kickoff チーム名 チーム名 当番チーム

１０：００ 旭川凌雲高校 ｖｓ 北海道大谷室蘭高校

１２：0５ 北星学園大学附属高校 ｖｓ 旭川実業高校

１１：００ 駒大苫小牧高校 ｖｓ 札幌第一高校

１３：0５ 帯広北高校 ｖｓ 札幌大谷高校

１０：００ 旭川凌雲高校 ｖｓ 駒大苫小牧高校

１２：0５ 北星学園大学附属高校 ｖｓ 北海道大谷室蘭高校

１１：００ 帯広北高校 ｖｓ 旭川実業高校

１３：0５ 札幌大谷高校 ｖｓ 札幌第一高校

１０：００ 札幌第一高校 ｖｓ 旭川実業高校

１２：0５ 帯広北高校 ｖｓ 北星学園大学附属高校

１１：００ 旭川凌雲高校 ｖｓ 札幌大谷高校

１３：0５ 駒大苫小牧高校 ｖｓ 北海道大谷室蘭高校

１０：００ 札幌第一高校 ｖｓ 帯広北高校

１２：0５ 札幌大谷高校 ｖｓ 北海道大谷室蘭高校

１１：００ 旭川実業高校 ｖｓ 駒大苫小牧高校

１３：0５ 旭川凌雲高校 ｖｓ 北星学園大学附属高校

１０：００ 札幌大谷高校 ｖｓ 駒大苫小牧高校

１２：0５ 札幌第一高校 ｖｓ 北星学園大学附属高校

１１：００ 帯広北高校 ｖｓ 北海道大谷室蘭高校

１３：0５ 旭川凌雲高校 ｖｓ 旭川実業高校

１０：００ 北星学園大学附属高校 ｖｓ 駒大苫小牧高校

１２：0５ 旭川実業高校 ｖｓ 札幌大谷高校

１１：００ 旭川凌雲高校 ｖｓ 帯広北高校

１３：0５ 札幌第一高校 ｖｓ 北海道大谷室蘭高校

１０：００ 北星学園大学附属高校 ｖｓ 札幌大谷高校

１２：0５ 旭川凌雲高校 ｖｓ 札幌第一高校

１１：００ 旭川実業高校 ｖｓ 北海道大谷室蘭高校

１３：0５ 駒大苫小牧高校 ｖｓ 帯広北高校

後　期 ※７／２０（月祝）・９／２２（火祝）を予備日とする。

8 7 18 土
旭
川

東光スポーツ公園Ａ

日付

旭実業

東光スポーツ公園Ｂ 旭凌雲

9 8 22 土
札
幌

東雁来東 北星

東雁来西 札第一

10 8 30 日
札
幌

白旗山競技場Ａ 北星

白旗山競技場Ｂ 札大谷

11 9 6 日
旭
川

東光スポーツ公園Ａ 旭実業

東光スポーツ公園Ｂ 旭凌雲

駒苫

浜厚真野源運動公園B

14 10 4 日
苫
小
牧

浜厚真野源運動公園Ａ

帯北

帯広の森球技場Ｂ

13 9 20 日
室
蘭

入江多目的グランド

大谷室

芝生広場

12 9 13 日
帯
広

帯広の森球技場Ａ


