
年 月 年 月

月 日

月 日

月 日

令和2年度 山口県U12リーグ戦 対戦表

区分 地区 リーグ 所属地区 西部 地区

性別 女子 グループ Ⅰ部

開催時期 2020 11 ～ 2021 2

組み合わせ

第１節 11 22 開催場所 江浦小学校

参加チーム名

東岐波 岬恩田 川上 萩明倫 USA Veleiro 名池クラブ 江浦

開始時間 対戦 審判 MC TO

 9:00 東岐波 × 岬恩田 名池クラブ 江浦 川上 名池クラブ

10:15 川上 × 萩明倫 東岐波 岬恩田 USA Veleiro 東岐波

11:30 USA Veleiro × 名池クラブ 川上 萩明倫 江浦 川上

岬恩田 USA Veleiro

14:00 岬恩田 × 川上 江浦 東岐波 萩明倫 江浦

12:45 江浦 × 東岐波 USA Veleiro 名池クラブ

名池クラブ 岬恩田

16:30 名池クラブ × 江浦 萩明倫 USA Veleiro 東岐波 萩明倫

15:15 萩明倫 × USA Veleiro 岬恩田 川上

第２節 12 20 開催場所 江浦小学校

開始時間 対戦 審判 MC TO

USA Veleiro 江浦

10:15 岬恩田 × 萩明倫 東岐波 川上 名池クラブ 東岐波

 9:00 東岐波 × 川上 江浦 岬恩田

川上 岬恩田

12:45 名池クラブ × 東岐波 USA Veleiro 江浦 岬恩田 USA Veleiro

11:30 USA Veleiro × 江浦 岬恩田 萩明倫

萩明倫 名池クラブ

15:15 萩明倫 × 名池クラブ 川上 USA Veleiro 江浦 川上

14:00 川上 × USA Veleiro 名池クラブ 東岐波

東岐波 萩明倫

第３節 2 7 開催場所 江浦小学校

16:30 江浦 × 岬恩田 萩明倫 名池クラブ

開始時間 対戦 審判 MC TO

 9:00 川上 × 名池クラブ 萩明倫 江浦 岬恩田 萩明倫

10:15 岬恩田 × USA Veleiro 川上 名池クラブ 東岐波 川上

11:30 東岐波 × 萩明倫 岬恩田 USA Veleiro 江浦 岬恩田

名池クラブ 東岐波

14:00 名池クラブ × 岬恩田 江浦 川上 USA Veleiro 江浦

12:45 江浦 × 川上 東岐波 萩明倫

萩明倫 名池クラブ

16:30 萩明倫 × 江浦 USA Veleiro 東岐波 川上 USA Veleiro

15:15 USA Veleiro × 東岐波 名池クラブ 岬恩田



年 月 年 月

月 日

月 日

月 日

令和2年度 山口県U12リーグ戦 対戦表

区分 地区 リーグ 所属地区 西部 地区

性別 女子 グループ Ⅱ部

開催時期 2020 11 ～ 2021 2

組み合わせ

第１節 11 22 開催場所 勝山小学校

参加チーム名

角倉 熊野川中 川西 西岐波 勝山 厚狭 桃山

開始時間 対戦 審判 MC TO

 9:00 角倉 × 熊野川中 厚狭 桃山 川西 厚狭

10:15 川西 × 西岐波 角倉 熊野川中 勝山 角倉

11:30 勝山 × 厚狭 川西 西岐波 桃山 川西

熊野川中 勝山

14:00 熊野川中 × 川西 桃山 角倉 西岐波 桃山

12:45 桃山 × 角倉 勝山 厚狭

厚狭 熊野川中

16:30 厚狭 × 桃山 西岐波 勝山 角倉 西岐波

15:15 西岐波 × 勝山 熊野川中 川西

第２節 12 20 開催場所 勝山小学校

開始時間 対戦 審判 MC TO

勝山 桃山

10:15 熊野川中 × 西岐波 角倉 川西 厚狭 角倉

 9:00 角倉 × 川西 桃山 熊野川中

川西 熊野川中

12:45 厚狭 × 角倉 勝山 桃山 熊野川中 勝山

11:30 勝山 × 桃山 熊野川中 西岐波

西岐波 厚狭

15:15 西岐波 × 厚狭 川西 勝山 桃山 川西

14:00 川西 × 勝山 厚狭 角倉

角倉 西岐波

第３節 2 7 開催場所 勝山小学校

16:30 桃山 × 熊野川中 西岐波 厚狭

開始時間 対戦 審判 MC TO

 9:00 川西 × 厚狭 西岐波 桃山 熊野川中 西岐波

10:15 熊野川中 × 勝山 川西 厚狭 角倉 川西

11:30 角倉 × 西岐波 熊野川中 勝山 桃山 熊野川中

厚狭 角倉

14:00 厚狭 × 熊野川中 桃山 川西 勝山 桃山

12:45 桃山 × 川西 角倉 西岐波

西岐波 厚狭

16:30 西岐波 × 桃山 勝山 角倉 川西 勝山

15:15 勝山 × 角倉 厚狭 熊野川中



年 月 年 月

月 日

月 日

月 日

令和2年度 山口県U12リーグ戦 対戦表

区分 地区 リーグ 所属地区 西部 地区

性別 女子 グループ Ⅲ部a

開催時期 2020 11 ～ 2021 2

組み合わせ

第１節 11 22 開催場所 安岡小学校

参加チーム名

豊浦A 安岡 文関 椿東 生野 有帆本山

開始時間 対戦 審判 MC TO

 9:00 豊浦A × 安岡 生野 有帆本山 文関 有帆本山

10:15 文関 × 椿東 豊浦A 安岡 生野 安岡

11:30 生野 × 有帆本山 文関 椿東 安岡 文関

椿東 生野

14:00 安岡 × 椿東 豊浦A 文関 有帆本山 豊浦A

12:45 豊浦A × 文関 生野 有帆本山

豊浦A 椿東

第２節 12 20 開催場所 文関小学校

15:15 生野 × 有帆本山 安岡 椿東

開始時間 対戦 審判 MC TO

 9:00 文関 × 生野 豊浦A 椿東 有帆本山 豊浦A

10:15 有帆本山 × 安岡 文関 生野 椿東 文関

11:30 生野 × 豊浦A 有帆本山 安岡 文関 有帆本山

安岡 生野

14:00 安岡 × 文関 椿東 有帆本山 豊浦A 椿東

12:45 椿東 × 有帆本山 生野 豊浦A

生野 安岡

第３節 2 7 開催場所 安岡小学校

15:15 豊浦A × 椿東 安岡 文関

開始時間 対戦 審判 MC TO

 9:00 有帆本山 × 豊浦A 安岡 文関 椿東 安岡

10:15 安岡 × 生野 有帆本山 豊浦A 文関 有帆本山

11:30 豊浦A × 椿東 安岡 生野 有帆本山 生野

生野 豊浦A

14:00 椿東 × 生野 文関 有帆本山 安岡 文関

12:45 文関 × 有帆本山 豊浦A 椿東

豊浦A 椿東

交流戦（リーグ戦結果に含まない）

15:15 安岡 × 文関 椿東 生野



年 月 年 月

月 日

月 日

月 日

令和2年度 山口県U12リーグ戦 対戦表

区分 地区 リーグ 所属地区 西部 地区

性別 女子 グループ Ⅲ部b

開催時期 2020 11 ～ 2021 2

組み合わせ

第１節 11 22 開催場所 黒石小学校

参加チーム名

黒石 上宇部 高千帆高泊 豊浦B 須恵

開始時間 対戦 審判 MC TO

 9:30 黒石 × 上宇部 豊浦B 須恵 高千帆高泊 須恵

10:45 高千帆高泊 × 豊浦B 黒石 上宇部 須恵 上宇部

12:00 須恵 × 黒石 高千帆高泊 豊浦B 上宇部 豊浦B

13:15 休憩時間

14:30 上宇部 × 高千帆高泊 須恵 黒石 豊浦B 黒石

黒石 高千帆高泊

第２節 12 20 開催場所 黒石小学校

15:45 豊浦B × 須恵 上宇部 高千帆高泊

開始時間 対戦 審判 MC TO

 9:30 黒石 × 高千帆高泊 須恵 上宇部 豊浦B 上宇部

10:45 上宇部 × 豊浦B 黒石 高千帆高泊 須恵 高千帆高泊

12:00 高千帆高泊 × 須恵 上宇部 豊浦B 黒石 豊浦B

13:15 休憩時間

14:30 豊浦B × 黒石 高千帆高泊 須恵 上宇部 須恵

高千帆高泊 黒石

第３節 2 7 開催場所 須恵小学校

15:45 須恵 × 上宇部 豊浦B 黒石

開始時間 対戦 審判 MC TO

 9:00 黒石 × 上宇部 須恵 高千帆高泊 豊浦B 高千帆高泊

10:15 豊浦B × 須恵 黒石 上宇部 高千帆高泊 上宇部

11:30 高千帆高泊 × 黒石 豊浦B 須恵 上宇部 須恵

12:45 休憩時間

14:00 上宇部 × 豊浦B 高千帆高泊 黒石 須恵 黒石

黒石 豊浦B

交流戦（リーグ戦結果に含まない）

15:15 須恵 × 高千帆高泊 上宇部 豊浦B


