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＊ユニホームは右側チームを色物とします。

＊ベンチは対戦カードの左側のチームがピッチに向かって左側、右側のチームが右側とします。

＊審判チームの方は第４審判を必ずつけてください。

＊当番チームの方は試合の結果報告を運営委員にも必ず報告してください。(リーグ運営確認事項参照)

日程 試合時間 会場 審判チーム 当番チーム 休みチーム

第1節 10:00～ 鈴鹿クラブ vs KHネオケム フロンティアFC

5月12日 11:30～ 四日市クラブ ｖｓ FCマッハ四日市 鈴鹿クラブ

13:00～ フロンティアFC vs 三重県庁 四日市クラブ

第2節 13:30～ フロンティアFC vs KHネオケム 鈴鹿クラブ

5月19日 14:50～ 四日市クラブ ｖｓ アミルテFC フロンティアFC

16:10～ 鈴鹿クラブ vs FCマッハ四日市 アミルテFC

第3節 10:00～ フロンティアFC vs FCマッハ四日市 アミルテFC

5月26日 11:30～ 鈴鹿クラブ ｖｓ アミルテFC フロンティアFC

13:00～ 四日市クラブ vs 三重県庁 FCマッハ四日市

第4節 10:00～ フロンティアFC vs アミルテFC 四日市クラブ

6月2日 11:30～ 鈴鹿クラブ ｖｓ 三重県庁 KHネオケム

13:00～ 四日市クラブ vs KHネオケム 三重県庁

第5節 10:00～ フロンティアFC vs 鈴鹿クラブ KHネオケム

7月7日 11:30～ 三重県庁 ｖｓ アミルテFC FCマッハ四日市

13:00～ FCマッハ四日市 vs KHネオケム 三重県庁

第6節 10:00～ 鈴鹿クラブ vs 四日市クラブ 三重県庁

7月14日 11:30～ FCマッハ四日市 ｖｓ アミルテFC 鈴鹿クラブ

13:00～ KHネオケム vs 三重県庁 FCマッハ四日市

第7節 10:00～ フロンティアFC vs 四日市クラブ アミルテFC

9月1日 11:30～ FCマッハ四日市 ｖｓ 三重県庁 四日市クラブ

13:00～ KHネオケム vs アミルテFC 三重県庁

第8節 10:00～ 三重県庁 vs フロンティアFC KHネオケム

9月15日 11:30～ KHネオケム ｖｓ 鈴鹿クラブ 四日市クラブ

13:00～ FCマッハ四日市 vs 四日市クラブ フロンティアFC

第9節 10:00～ FCマッハ四日市 vs 鈴鹿クラブ KHネオケム

9月22日 11:30～ KHネオケム ｖｓ フロンティアFC 鈴鹿クラブ

13:00～ アミルテFC vs 四日市クラブ FCマッハ四日市

第10節 10:00～ アミルテFC vs 鈴鹿クラブ FCマッハ四日市

9月29日 11:30～ FCマッハ四日市 ｖｓ フロンティアFC アミルテFC

13:00～ 三重県庁 vs 四日市クラブ 鈴鹿クラブ

第11節 10:00～ 三重県庁 vs KHネオケム 四日市クラブ

10月6日 11:30～ アミルテFC ｖｓ FCマッハ四日市 三重県庁

13:00～ 四日市クラブ vs 鈴鹿クラブ アミルテFC

第12節 10:00～ KHネオケム vs FCマッハ四日市 三重県庁

10月13日 11:30～ 鈴鹿クラブ vs フロンティアFC KHネオケム

13:00～ アミルテFC ｖｓ 三重県庁 鈴鹿クラブ

第13節 10:00～ アミルテFC vs フロンティアFC KHネオケム

10月20日 11:30～ KHネオケム ｖｓ 四日市クラブ フロンティアFC

13:00～ 三重県庁 vs 鈴鹿クラブ 四日市クラブ

第14節 10:00～ 四日市クラブ vs フロンティアFC アミルテFC

10月27日 11:30～ 三重県庁 ｖｓ FCマッハ四日市 フロンティアFC

13:00～ アミルテFC vs KHネオケム FCマッハ四日市

予備日 10:00～ アミルテFC vs 鈴鹿クラブ FCマッハ四日市

11月10日 11:30～ FCマッハ四日市 ｖｓ フロンティアFC アミルテFC

13:00～ 三重県庁 vs 四日市クラブ 鈴鹿クラブ

予備日 10:00～ アミルテFC vs フロンティアFC KHネオケム

11月17日 11:30～ KHネオケム ｖｓ 四日市クラブ フロンティアFC

13:00～ 三重県庁 vs 鈴鹿クラブ 四日市クラブ

藤原運動場 KHネオケム FCマッハ四日市

稲生高校 鈴鹿クラブ KHネオケム

楠本郷河川敷G

四日市クラブ津市海浜公園

KHネオケム FCマッハ四日市

日立金属 アミルテFC 鈴鹿クラブ

三重県庁

日立金属 FCマッハ四日市 三重県庁

鈴鹿高校 鈴鹿クラブ KHネオケム

藤原運動場 四日市クラブ フロンティアFC

藤原運動場 フロンティアFC アミルテFC

朝明西G アミルテFC

フットパーク美杉 三重県庁 フロンティアFC

鈴鹿クラブ

日立金属

楠本郷河川敷G KHネオケム 四日市クラブ

四日市クラブ稲生高校 FCマッハ四日市

対戦カード
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アミルテFC

FCマッハ四日市

藤原運動場 フロンティアFC

三重県庁

KHネオケム

本郷河川敷G北 鈴鹿クラブ

１１月１０日へ延期

１１月１７日へ延期


