
下曽我RED-EYE ─ ─ ─ ─ ─

FC.TDS ─ ─ ─ ─ ─

セレージャ ─ ─ ─ ─ ─

どーなの？ ─ ─ ─ ─ ─

YSGEM ─ ─ ─ ─ ─

MTB48 ─ ─ ─ ─ ─

時間

18:00～

18:50～

19:40～

20:30～

21:15～

～22:00

          ①

          ②

          ③

          ④

             ※

2018生涯サッカー支援リーグ（1部）対戦表・日程表

１．リーグ星取表

A B C D E F

下曽我RED-EYE FC.TDS セレージャ どーなの？ YSGEM MTB48

２．タイムスケジュール

役割・試合 備考

第一試合目の両チームでグランド準備・ライン引き ボール・コーナーフラッグ・メジャー・椅子他準備

第一試合開始（20-5-20）

第二試合開始（20-5-20）

第三試合開始（20-5-20）

第三試合目の両チームでグランド整備・片付け 用具の片付け・鍵返却（管理事務所）

第3試合目のチームは、試合終了後グランド整備と用具の片付けを行い。10時前に鍵を管理事務所に返却する。

リーグに使用する備品類は全て協会の倉庫から準備し、片付け願います。また、1試合目のチームは、準備した用具

完全撤収

３．注意事項

（ラインカー・石灰・巻尺）は倉庫に返却し、3試合目のチームは、ブラシ・椅子・フラッグを倉庫に返却願います。

試合開始10分前に審判委員の指示で用具確認・メンバー確認を実施する。

第1試合目のチームは、管理棟にカギを取りに行き試合開始15分前までにグランド・備品の準備をする。

日程表の左側のチームがグランドに向って左側のベンチを使用する。



富水SC ─ ─ ─ ─ ─

千代豊川 ─ ─ ─ ─ ─

印ヴィック ─ ─ ─ ─ ─

FC湘南レッズ ─ ─ ─ ─ ─

矢作SC ─ ─ ─ ─ ─

東富水SS’40s ─ ─ ─ ─ ─

時間

18:00～

18:50～

19:40～

20:30～

21:15～

～22:00

          ①

          ②

          ③

          ④

             ※

完全撤収

３．注意事項

試合開始10分前に審判委員の指示で用具確認・メンバー確認を実施する。

第二試合開始（20-5-20）

第三試合開始（20-5-20）

第三試合目の両チームでグランド整備・片付け 用具の片付け・鍵返却（管理事務所）

２．タイムスケジュール

役割・試合 備考

第一試合目の両チームでグランド準備・ライン引き ボール・コーナーフラッグ・メジャー・椅子他準備

第一試合開始（20-5-20）

C D E F

富水SC 千代豊川 印ヴィック 富水SC 矢作SC 東富水SS’40s

第1試合目のチームは、管理棟にカギを取りに行き試合開始15分前までにグランド・備品の準備をする。

日程表の左側のチームがグランドに向って左側のベンチを使用する。

第3試合目のチームは、試合終了後グランド整備と用具の片付けを行い。10時前に鍵を管理事務所に返却する。

リーグに使用する備品類は全て協会の倉庫から準備し、片付け願います。また、1試合目のチームは、準備した用具

（ラインカー・石灰・巻尺）は倉庫に返却し、3試合目のチームは、ブラシ・椅子・フラッグを倉庫に返却願います。

2018生涯サッカー支援リーグ（2部）対戦表・日程表

１．リーグ星取表

A B



【5/19】

第一試合 18:50～19:35 VS 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 VS 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 VS 審判委員会

警告者記入欄

【6/2】

第一試合 18:50～19:35 下曽我RED-EYE VS MTB48 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 FC.TDS VS YSGEM 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 セレージャ VS どーなの？ 審判委員会

警告者記入欄

【6/16】

第一試合 18:50～19:35 富水SC VS 矢作SC 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 東富水SS’40s VS FC湘南レッズ 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 千代豊川 VS 印ヴィック 審判委員会

警告者記入欄

【7/7】

第一試合 18:50～19:35 下曽我RED-EYE VS YSGEM 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 MTB48 VS どーなの？ 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 FC.TDS VS セレージャ 審判委員会

警告者記入欄

【7/21】

第一試合 18:50～19:35 東富水SS’40s VS 千代豊川 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 富水SC VS FC湘南レッズ 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 矢作SC VS 印ヴィック 審判委員会

警告者記入欄

【8/18】

第一試合 18:50～19:35 富水SC VS 印ヴィック 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 FC湘南レッズ VS 千代豊川 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 矢作SC VS 東富水SS’40s 審判委員会

警告者記入欄

【9/1】

第一試合 18:50～19:35 MTB48 VS FC.TDS 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 下曽我RED-EYE VS どーなの？ 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 YSGEM VS セレージャ 審判委員会

警告者記入欄

４．試合日程表

期日 試合時間 対戦 審判



【9/15】

第一試合 18:50～19:35 印ヴィック VS 東富水SS’40s 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 FC湘南レッズ VS 矢作SC 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 富水SC VS 千代豊川 審判委員会

警告者記入欄

【10/1】

第一試合 18:50～19:35 下曽我RED-EYE VS セレージャ 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 どーなの？ VS FC.TDS 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 YSGEM VS MTB48 審判委員会

警告者記入欄

【10/20】

第一試合 18:50～19:35 富水SC VS 東富水SS’40s 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 千代豊川 VS 矢作SC 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 印ヴィック VS FC湘南レッズ 審判委員会

警告者記入欄

【11/17】

第一試合 18:50～19:35 セレージャ VS MTB48 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 どーなの？ VS YSGEM 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 下曽我RED-EYE VS FC.TDS 審判委員会

警告者記入欄

【12/1】

第一試合 18:50～19:35 VS 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 VS 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 VS 審判委員会

警告者記入欄

【12/15】

第一試合 18:50～19:35 VS 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 VS 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 VS 審判委員会

警告者記入欄

【1/19】

第一試合 18:50～19:35 VS 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 VS 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 VS 審判委員会

警告者記入欄

４．試合日程表

予備日

期日 試合時間 対戦 審判

予備日

予備日



【2/2】

第一試合 18:50～19:35 VS 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 VS 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 VS 審判委員会

警告者記入欄

【2/16】

第一試合 18:50～19:35 VS 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 VS 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 VS 審判委員会

警告者記入欄

【3/2】

第一試合 18:50～19:35 VS 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 VS 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 VS 審判委員会

警告者記入欄

【3/16】

第一試合 18:50～19:35 VS 審判委員会

第二試合 19:40～20:25 VS 審判委員会

第三試合 20:30～21:15 VS 審判委員会

警告者記入欄

４．試合日程表

カップ戦予定日

カップ戦予定日

期日 試合時間 対戦 審判

カップ戦予定日

カップ戦予定日


