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日程 試合時間 会場 審判チーム 当番チーム

第１節 11：00～ FC上野 ｖｓ S・W・A・T CSC三重

5月13日 13：00～ CSC三重 ｖｓ ピクシーBC FC上野

第２節 11：00～ ピクシーBC ｖｓ 松阪CO.FC 鈴鹿蹴球会

13：00～ 鈴鹿蹴球会 ｖｓ 三重香良洲 ピクシーBC

5月20日 10：00～ JSR ｖｓ CSC三重 FCマッハ四日市

12：00～ 伊勢フットFC ｖｓ S・W・A・T JSR

14：00～ FCマッハ四日市 ｖｓ FC上野 伊勢フットFC

第３節 11：00～ 三重香良洲 ｖｓ FCマッハ四日市 FC上野

13：00～ FC上野 ｖｓ CSC三重 三重香良洲

6月3日 10：00～ JSR ｖｓ 鈴鹿蹴球会 伊勢フットFC

12：00～ S・W・A・T ｖｓ ピクシーBC JSR

14：00～ 伊勢フットFC ｖｓ 松阪CO.FC S・W・A・T

第４節 11：00～ FC上野 ｖｓ 松阪CO.FC 三重香良洲

13：00～ 三重香良洲 ｖｓ ピクシーBC FC上野

6月10日 10：00～ FCマッハ四日市 ｖｓ JSR いがまちグランドB S・W・A・T

12：00～ CSC三重 ｖｓ 伊勢フットFC （旧伊賀町営グランド） FCマッハ四日市

14：00～ S・W・A・T ｖｓ 鈴鹿蹴球会 CSC三重

第５節 11：00～ 鈴鹿蹴球会 ｖｓ CSC三重 JSR

13：00～ JSR ｖｓ S・W・A・T 鈴鹿蹴球会

6月17日 10：00～ FC上野 ｖｓ 伊勢フットFC ピクシーBC

12：00～ 松阪CO.FC ｖｓ 三重香良洲 FC上野

14：00～ ピクシーBC ｖｓ FCマッハ四日市 松阪CO.FC

第６節 11：00～ S・W・A・T ｖｓ 松阪CO.FC 三重香良洲

13：00～ 三重香良洲 ｖｓ FC上野 S・W・A・T

7月8日 10：00～ 鈴鹿蹴球会 ｖｓ ピクシーBC 伊勢フットFC

12：00～ FCマッハ四日市 ｖｓ CSC三重 鈴鹿蹴球会

14：00～ 伊勢フットFC ｖｓ JSR CSC三重

第７節 11：00～ CSC三重 ｖｓ 三重香良洲 鈴鹿蹴球会

13：00～ 鈴鹿蹴球会 ｖｓ 松阪CO.FC CSC三重

9月23日 10：00～ FCマッハ四日市 ｖｓ S・W・A・T ピクシーBC

12：00～ JSR ｖｓ FC上野 FCマッハ四日市

14：00～ ピクシーBC ｖｓ 伊勢フットFC JSR

第８節 11：00～ 松阪CO.FC ｖｓ FCマッハ四日市 JSR

13：00～ JSR ｖｓ 三重香良洲 松阪CO.FC

9月30日 10：00～ 伊勢フットFC ｖｓ 鈴鹿蹴球会 FC上野

12：00～ CSC三重 ｖｓ S・W・A・T 伊勢フットFC

14：00～ FC上野 ｖｓ ピクシーBC CSC三重

第９節 11：00～ ピクシーBC ｖｓ JSR S・W・A・T

13：00～ S・W・A・T ｖｓ 三重香良洲 ピクシーBC

10月7日 10：00～ 松阪CO.FC ｖｓ CSC三重 FCマッハ四日市

12：00～ 鈴鹿蹴球会 ｖｓ ＦＣ上野 松阪CO.FC

14：00～ 伊勢フットFC ｖｓ FCマッハ四日市 鈴鹿蹴球会

第１節 11：00～ ｖｓ

13：00～ ｖｓ

10月21日 10：00～ FCマッハ四日市 ｖｓ 鈴鹿蹴球会 松阪CO.FC

12：00～ 三重香良洲 ｖｓ 伊勢フットFC FCマッハ四日市

14：00～ 松阪CO.FC ｖｓ JSR 三重香良洲
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青山グランド
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伊賀市ゆめが丘多目的グランド 松阪CO.FC

伊賀市ゆめが丘多目的グランド FC上野

S・W・A・T
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ピクシーBC
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FC上野

伊勢フットFC
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伊賀市ゆめが丘多目的グランド FCマッハ四日市

19年度三重県リーグ2部リーグ組合せ表（前期：総当り１回戦＝全９試合）

対戦カード

CSC三重大羽根運動公園
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日程 試合時間 会場 審判チーム 当番チーム

第１０節 11：00～ 前期５位 ｖｓ 前期４位 前期３位

13：00～ 前期３位 ｖｓ 前期２位 前期４位

10月28日 11：00～ 前期１０位 ｖｓ 前期９位 前期８位

13：00～ 前期８位 ｖｓ 前期７位 前期９位

第１１節 11：00～ 前期３位 ｖｓ 前期４位 前期５位

13：00～ 前期１位 ｖｓ 前期５位 前期３位

11月4日 11：00～ 前期８位 ｖｓ 前期９位 前期１０位

13：00～ 前期６位 ｖｓ 前期１０位 前期８位

第１２節 11：00～ 前期２位 ｖｓ 前期５位 前期１位

13：00～ 前期１位 ｖｓ 前期４位 前期２位

11月11日 11：00～ 前期７位 ｖｓ 前期１０位 前期６位

13：00～ 前期６位 ｖｓ 前期９位 前期７位

第１３節 11：00～ 前期１位 ｖｓ 前期３位 前期４位

13：00～ 前期２位 ｖｓ 前期４位 前期１位

11月18日 11：00～ 前期６位 ｖｓ 前期８位 前期９位

13：00～ 前期７位 ｖｓ 前期９位 前期６位

第１４節 11：00～ 前期３位 ｖｓ 前期５位 前期２位

13：00～ 前期１位 ｖｓ 前期２位 前期５位

11月25日 11：00～ 前期８位 ｖｓ 前期１０位 前期７位

13：00～ 前期６位 ｖｓ 前期７位 前期１０位

予備日 11：00～ ｖｓ

13：00～ ｖｓ

12月2日 11：00～ ｖｓ

13：00～ ｖｓ

※会場、時間は変更になる場合があります。

阿山第二運動公園

青山グランド

青山グランド

伊賀市ゆめが丘多目的グランド

伊賀市ゆめが丘多目的グランド

伊賀市ゆめが丘多目的グランド 前期２位

前期７位

阿山第一運動公園

未定 前期１０位

前期１位

前期６位

前期４位

前期９位

未定

未定

未定

伊賀市ゆめが丘多目的グランド 前期５位

19年度三重県リーグ2部リーグ組合せ表（後期：上位、下位別総当り１回戦＝全４試合）

対戦カード

前期３位

前期８位


