
　　　　苫小牧地区サッカー協会、函館地区サッカー協会、室蘭地区サッカー協会、空知地区サッカー協会、釧路地区サッカー協会、北海道クラブユースサッカー連盟

節 開催予定日 調整日程 チーム キックオフ チーム 地域 予定会場 ホームチーム

4/25 コンサドーレ札幌 11:20 伊達中学校 札幌 コンサドーレ札幌 コンサドーレ札幌

4/25 SSSジュニアユース 10:10 プログレッソ十勝 札幌 SSS SSS

4/25 アンフィニ,MAKI 11:45 札幌ジュニア 札幌 SSS アンフィニ

4/25 コンサドーレ旭川 13:05 クラブフィールズ 札幌 コンサドーレ札幌 フィールズ

4/29 コンサドーレ旭川 伊達中学校 道北 東川町東部地区公園サッカー場 コンサドーレ旭川

4/29 コンサドーレ札幌 13:40 プログレッソ十勝 札幌 東雁来公園東 コンサドーレ札幌

4/29 SSSジュニアユース 10:10 札幌ジュニア 札幌 東雁来公園東 札幌ジュニア

4/29 アンフィニ,MAKI 11:55 クラブフィールズ 札幌 東雁来公園東 アンフィニ

アンフィニ,MAKI プログレッソ十勝 道東 豊頃町総合公園 プログレッソ十勝

5/10 コンサドーレ旭川 11:45 札幌ジュニア 札幌 東雁来公園西 札幌ジュニア

5/10 コンサドーレ札幌 10:00 クラブフィールズ 札幌 東雁来公園西 フィールズ

5/10 SSSジュニアユース 10:00 伊達中学校 道南 伊達まなびの里 伊達中学校

5/16 SSSジュニアユース 10:00 クラブフィールズ 札幌 東雁来公園東 SSS

5/16 アンフィニ,MAKI 10:00 伊達中学校 道南 伊達まなびの里 伊達中学校

コンサドーレ旭川 プログレッソ十勝 道東 豊頃町総合公園 プログレッソ十勝

5/16 コンサドーレ札幌 11:45 札幌ジュニア 札幌 東雁来公園東 コンサドーレ札幌

5/30 クラブフィールズ 13:00 伊達中学校 札幌 東雁来公園東 フィールズ

コンサドーレ札幌 コンサドーレ旭川 道北 東光スポーツ公園 コンサドーレ旭川

札幌ジュニア プログレッソ十勝 道東 豊頃町総合公園 プログレッソ十勝

5/30 SSSジュニアユース 11:20 アンフィニ,MAKI 札幌 東雁来公園東 SSS

SSSジュニアユース コンサドーレ旭川 道北 東光スポーツ公園 コンサドーレ旭川

クラブフィールズ プログレッソ十勝 道東 豊頃町総合公園 プログレッソ十勝

6/7 コンサドーレ札幌 11:30 アンフィニ,MAKI 札幌 SSAP天然芝 コンサドーレ札幌

6/6 伊達中学校 10:00 札幌ジュニア 道南 伊達まなびの里 伊達中学校

6/13 プログレッソ十勝 11:45 伊達中学校 道南 伊達まなびの里 伊達中学校

6/14 クラブフィールズ 10:00 札幌ジュニア 札幌 東雁来公園西 札幌ジュニア

6/13 アンフィニ,MAKI コンサドーレ旭川 道北 東川町東部地区公園サッカー場 コンサドーレ旭川

6/14 コンサドーレ札幌 11:45 SSSジュニアユース 札幌 東雁来公園西 SSS

6/27 コンサドーレ札幌 10:00 伊達中学校 道南 室蘭入江公園多目的 伊達中学校

6/20 SSSジュニアユース プログレッソ十勝 道東 豊頃町総合公園 プログレッソ十勝

6/20 アンフィニ,MAKI 10:10 札幌ジュニア 札幌 アンフィニ 札幌ジュニア

6/20 コンサドーレ旭川 クラブフィールズ 道北 東川町東部地区公園サッカー場 コンサドーレ旭川

7/25 コンサドーレ旭川 11:00 伊達中学校 道南 伊達まなびの里 伊達中学校

7/25 コンサドーレ札幌 13:30 プログレッソ十勝 札幌 厚別競技場M プログレッソ十勝

7/25 SSSジュニアユース 10:00 札幌ジュニア 札幌 厚別競技場M SSS

7/25 アンフィニ,MAKI 11:45 クラブフィールズ 札幌 厚別競技場M フィールズ

8/22 アンフィニ,MAKI 11:45 プログレッソ十勝 札幌 白旗山競技場A アンフィニ

8/22 コンサドーレ旭川 札幌ジュニア 道北 東川町東部地区公園サッカー場 コンサドーレ旭川

8/22 コンサドーレ札幌 10:00 クラブフィールズ 札幌 白旗山競技場A コンサドーレ札幌

8/22 SSSジュニアユース 13:30 伊達中学校 札幌 白旗山競技場A SSS

9/5 SSSジュニアユース 10:00 クラブフィールズ 札幌 東雁来公園東 フィールズ

9/5 アンフィニ,MAKI 11:45 伊達中学校 札幌 東雁来公園東 アンフィニ

コンサドーレ旭川 プログレッソ十勝 道北 東光スポーツ公園 コンサドーレ旭川

9/5 コンサドーレ札幌 13:30 札幌ジュニア 札幌 東雁来公園東 札幌ジュニア

9/12 クラブフィールズ 11:45 伊達中学校 道南 伊達まなびの里 伊達中学校

9/12 コンサドーレ札幌 11:15 コンサドーレ旭川 札幌 白旗山競技場A コンサドーレ札幌

9/12 札幌ジュニア 13:00 プログレッソ十勝 札幌 白旗山競技場A 札幌ジュニア

9/12 SSSジュニアユース 14:45 アンフィニ,MAKI 札幌 白旗山競技場A アンフィニ

9/20 SSSジュニアユース 10:10 コンサドーレ旭川 札幌 SSS SSS

9/20 クラブフィールズ 10:00 プログレッソ十勝 札幌 クラブフィールズ フィールズ

9/20 コンサドーレ札幌 11:45 アンフィニ,MAKI 札幌 クラブフィールズ アンフィニ

9/20 伊達中学校 11:55 札幌ジュニア 札幌 SSS 札幌ジュニア

プログレッソ十勝 伊達中学校 札幌 豊頃町総合公園 プログレッソ十勝

10/3 クラブフィールズ 10:00 札幌ジュニア 札幌 SSAP人工芝 フィールズ

10/3 アンフィニ,MAKI 11:45 コンサドーレ旭川 札幌 SSAP人工芝 アンフィニ

10/3 コンサドーレ札幌 13:30 SSSジュニアユース 札幌 SSAP人工芝 コンサドーレ札幌
*JFAプレミアカップ北海道予選の結果による日程変更あり

主管：北海道カブスリーグＵ－１５実行委員会、旭川地区サッカー協会、（一社）十勝地区サッカー協会、札幌地区サッカー協会、千歳地区サッカー協会

平成２７年度第９回北海道カブスリーグU－１５開催日程（１部リーグ）

会場：東川町東部地区公園サッカー場他

期日：平成２７年４月２５日～１０月４日

13 9/19・20

14 10/3・4

10 8/22・23

11 9/5・6

12 9/12・13

7 6/13・14

8 6/20

9 7/25・26

4
5/16・17

5 5/30・31

6 6/6･7

3 5/9・10

1 4/25

2 4/29


