
前期リーグ　総当たり

輪島 セブン能登 志賀 かしま 羽咋 押水 高松 河北台 湖北 中条 内灘A 内灘B 勝点 得点 失点 得失点差 順位

学校行事等（学校公開・運動会・土曜授業）で変更となることもありうる。その場合必ずリーグ担当団に連絡し、試合は消化すること。 ＜記入方法＞
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2016年度　U-10能登地区リーグ（担当：湖北）　　（全国統一的な基本日：第２、４　土曜日又は日曜日　5月連休及び夏休み期間を除く）
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時間

第１節
9:00 輪島 1：1 内灘A セブン能登 7：0 中条

4月10日
9:45 志賀町 0：5 湖北 かしま 0：3 河北台

(日）
10:30 羽咋 0：7 高松 押水 0：5 内灘B

11:15 内灘A 7：0 中条 輪島 1：5 湖北

12:00 セブン能登 4：0 河北台 志賀町 0：8 高松

12:45 かしま 1：3 押水 羽咋 1：3 内灘B

13:30 内灘Ａ 1：6 セブン能登 中条 1：6 志賀町

14:15 内灘Ｂ 4：3 輪島

会場
担
当

担
当

時間

第２節
8:45 志賀町 2：1 羽咋 かしま 3：0 内灘B

4月16日
9:30 中条 0：12 湖北 セブン能登 5：0 押水

(土）
10:15 内灘B 0：3 志賀町 内灘A 0：3 河北台

11:00 羽咋
（ﾌﾚﾝﾄﾞ
ﾘ‐

ﾏｯﾁ）
高松 セブン能登 9：0 かしま

11:45 内灘A 0：3 押水 ：

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 12:30 湖北 6：0 河北台 中条 0：10 高松

13:15 内灘A 5：0 かしま 内灘Ｂ 4：5 セブン能登

会場
担
当

担
当

時間

第３節
9:00 河北台 0:8 高松 湖北 4:0 押水

4月23日
9:45 ： 輪島 1:0 志賀町

(土）
10:30 高松 11:1 押水 ：

11:15 湖北 10:0 かしま 河北台 2:1 羽咋

フレンドリー 12:00 ：

12:45 輪島 4:1 羽咋 かしま 5:0 志賀町

13:30 高松 5:2 輪島 ：

会場
担
当

担
当

副審

２０１６こくみん共済U-1０ｻｯｶｰﾘｰｸﾞｉｎ石川県　地区ﾘｰｸﾞ日程表

対戦ｶｰﾄﾞ 主審 副審 対戦ｶｰﾄﾞ 主審

志賀町 湖北 かしま 河北台

輪島 内灘A セブン能登 中条

高松 羽咋 内灘B 押水

前期リーグ（1回戦総当たり制）

セブン能登 河北台 志賀町 高松

内灘A 中条 輪島 湖北

羽咋 高松 押水 内灘B

副審対戦ｶｰﾄﾞ 主審 副審 対戦ｶｰﾄﾞ 主審

内灘B 輪島

かほく市サッカー場 高松 かほく市サッカー場 高松

当該チーム

内灘Ａ 内灘Ａ

押水

志賀町 羽咋 かしま 内灘B

湖北 中条 河北台 内灘A

中条 湖北 セブン能登

対戦ｶｰﾄﾞ 主審 対戦ｶｰﾄﾞ 主審 副審副審

内灘Ａ かしま 内灘Ｂ セブン能登

内灘町サッカー場 中条 内灘町サッカー場 中条

河北台 羽咋

湖北 押水

かしま 羽咋 志賀町 輪島

輪島 羽咋 かしま 志賀町

高松 押水 輪島 志賀町

内灘町サッカー場 志賀町

高松 輪島

内灘A 押水 セブン能登 かしま

羽咋 高松

内灘B 志賀町 内灘A 河北台

内灘町サッカー場 志賀町



時間

第４節
9:00 中条 0：4 輪島 内灘A 1：1 内灘B

5月8日
9:45 河北台 3：0 志賀町 湖北 2：0 セブン能登

（日）
10:30 押水 2：1 羽咋 高松 3：0 かしま

11:15 湖北 2：2 内灘A 中条 1：4 内灘B

12:00 高松 6：0 セブン能登 河北台 2：0 輪島

変更 12:45 羽咋 3：1 かしま 押水 1：0 志賀町

13:30 輪島
（ﾌﾚﾝﾄﾞ
ﾘ‐

ﾏｯﾁ）
セブン能登 高松 3：1 湖北

会場
担
当

担
当

時間

第５節
9:00 かしま 0：1 志賀町 羽咋 2：4 内灘A

5月29日
9:45 押水 0：6 輪島 河北台 3：1 中条

（日）
10:30 湖北 3：0 内灘B 羽咋 フレンドリー 志賀町

11:15 かしま 1：7 輪島 押水 4：1 中条

フレンドリー 12:00 湖北 フレンドリー 内灘A 河北台 2：1 内灘B

変更 13:00 ： 中条 3：4 羽咋

： ：

会場
担
当

担
当

時間

第６節
9:00 セブン能登 0：6 輪島 志賀町 0：2 内灘A

6月26日
9:45 かしま 0：0 中条 羽咋 0：4 湖北

（日）
10:30 押水 1：4 河北台 高松 7：3 内灘B

11:15 輪島 フレンドリー 内灘A セブン能登 0：0 志賀町

フレンドリー 12:00 かしま フレンドリー 羽咋 河北台 フレンドリー 高松

変更 12:45 押水 フレンドリー 内灘B 中条 フレンドリー 湖北

13:30 羽咋 4：2 セブン能登 高松 5：2 内灘A

会場
担
当

担
当

対戦ｶｰﾄﾞ 主審 副審 対戦ｶｰﾄﾞ 主審 副審

河北台 志賀町 湖北 セブン能登

中条 輪島 内灘A 内灘B

羽咋 押水 かしま 高松

高松 セブン能登 河北台 輪島

湖北 内灘A 中条 内灘B

押水 羽咋 高松 かしま

副審対戦ｶｰﾄﾞ 主審 副審 対戦ｶｰﾄﾞ 主審

押水 志賀町当該チーム

押水 輪島

かしま 志賀町 羽咋 内灘A

内灘B 湖北 内灘A 河北台

当該チーム

河北台 内灘B

押水 中条

湖北 内灘B 羽咋 志賀町

当該チーム

対戦ｶｰﾄﾞ 主審 副審 対戦ｶｰﾄﾞ 主審

河北台

セブン能登 輪島 志賀町 内灘A

河北台 押水 内灘B 高松

副審

セブン能登 志賀町

押水 河北台 高松 内灘B

かしま 中条 羽咋 湖北

能登島グラウンド セブン能登 能登島グラウンド セブン能登

かほく市サッカー場 湖北 かほく市サッカー場 湖北

２０１６こくみん共済U-1０ｻｯｶｰﾘｰｸﾞｉｎ石川県　地区ﾘｰｸﾞ日程表

かほく市サッカー場 河北台 かほく市サッカー場

押水 内灘B 中条 湖北

かしま 羽咋 河北台 高松

輪島 内灘A


