
第51回（平成28年度）東海社会人サッカーリーグ1部組み合わせ

期日 �対戦相手 ��グランド �時間＼ �備考 
ホームチーム �アウエーチーム 

第1節第1日 �lFC刈谷 �8FCJSE－SHIMA �ウェーブスタジアム刈谷 �16：00 � 

5月7日（土） �3藤枝市役所サッカー部 �6．常葉大学浜松キャンパスFC �藤枝総合運動公園サッカー場 �14：00 

第1節第2日 �2鈴鹿アンリミテッドFC �7サイアテイン三重 �三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 �13：00 � 

5月8日（日） �4Chukyouniv．FC �5FC岐阜SECOND �中京大学グランド �11：00 

第2節第1日 5月14日（土） �7ウイアテイン三重 �lFC刈谷 �NTN総合運動公園G �13：00 � 

第2筋第2日 5月鳩目（郎 �5FC岐阜SECOND �3藤枝市役所サッカー都 �岐阜フットボールセンター �12：00 � 

第9節第1日 5月15日（日） �4Chukyomiv．FC �8FCJSE－SHIMA �中京大学グランド �16：00 � 

第3節第1日 �lFC刈谷 �6常葉大学浜松キャンバスFC �ウェーブスタジアム刈谷 �16：00 � 

5月21日（土） �3藤枝市役所サッカー都 �8FCJSE－SHIMA �藤枝市民グラウンド �14：（調 

第3筒第2日 5月22日（日） �4ChukyounivFC �7ウイアテイン三重 �中京大学グランド �11：00 � 

第10節第1日 5月22日（日） �5FC岐阜SECOND �2鈴鹿アンリミテッドFC �岐阜フットボールセンター �11：00 � 

第4節第1日 5月29日（日） �5FC般卑SECOND �lFC刈谷 �妓卑フットボー舶センターi �12関 � 
6常葉大学浜松キャンバスFC �4Chukyouniv．FC �有玉グランド �12：00 

7ウイアテイン三重 �3藤枝市役所サッカー都 �NTN総合運動公園G �13：00 

第5節第1日　‾ �lFC刈谷 �4Chukyouniv．FC �ウェーブスタジアム刈谷 �13：00 � 2鈴鹿アンリミテッドFC �3捺枝市役所サッカー部 �AGR鈴鹿陸上競技場 �1300 

6月5日（日） �5FC岐阜SECOND �8FCJSE・SHIMA �岐阜フットボールセンター �12：00 

6常葉大学浜松キャンパスFC �7ウイアテイン三重 �有玉グランド �12：00 

第6節第1日 �3藤枝市役所サッカー部 �lFC刈谷 �藤枝市民グラウンド �14：00 � 
6月11日（土） �8FCJSE三SHIMA �6常裁大学浜松キャンパスFC �松坂市総合運動公園 �13：30 

第6節第2日 �4Chukyouniv．FC �2鈴鹿アンリミテッドFC �中京大学グランド �11：00 � 

6月12日（日） �7ヴイアテイン三重 �5FC岐阜SECOND �東員町スポーツ公園陸上鋭技揚 �13：00 

第7飾第1日 6月18日（土） �3藤枝市役所サッカー都 �4Chukyouniv．FC �藤枝市民グラウンド �14：00 � 

第7飾第2日 6月19日（日） �7ウイアテイン三重 �8FCJSE－SHIMA �東員町スポーツ公園陸上競技場 �13：00 � 

第11飾第1日 6月19日（日） �lFC刈谷 �5FC岐阜SECOND �ウェーブスタジアム刈谷 �16：00 � 

第8節第1日 �8FC．ISE－SHIMA �lFC刈谷 �松坂帝総合運動公園 �1割抑／ � 7サイアテイン三重 �2鈴鹿アンリミテッドFC �NTN総合運動公園G �13：（調 

6月26日（日） �6常葉大学浜松キヤン）はFC �3読破市役所サッカー部 �有玉グランド �12：00 

5FC岐阜SECOND �4Chukyouniv．FC �岐阜フットボールセンター �12：00 

第2簡第3日 7月9日（土） �8FCJSE－SHIMA �4Chukyouniv．FC �伊勢フットボールヴィレッジ �16：00 � 
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期　日 �対戦相手 ��グランド �時間 �備　考 
ホームチーム �アウェーチーム 

第9節第2日 7月9日（土） �3藤枝市役所サツカき部 �5FC岐阜SECOND �藤枝市民グラウンド �1200 � 

第9節第3日 7月10日（日） �2鈴鹿アンリミテッドFC �6常葉大学浜松キャンパスFC �AGF鈴鹿陸上競技場 �15：00 � 

第3節第3日 7月17日（日） �2鈴鹿アンリミテッドFC �5FC岐阜SECOND �AGF鈴鹿陸上競技場 �15：00 � 

第10節第1日 �6常葉大学浜松キャンバスFC �lFC刈谷 �有玉グランド �12：00 � 

7月17日（日） �8FC．ISE・SHIMA �3藤枝市役所サッカー部 �松坂市総合運動公園 �13：30 

第10節第2日 7月18日（月） �7ウイアテイン三重 �4Chukyouniv．FC �NTN総合運動公園G �13：00 � 

第4節第2日 7月23日（土） �8FC．ISE－SHIMA �2鈴鹿アンリミテッドFC �伊勢フットボールヴィレッジ �16：00 � 

第11飾第2日 7月23日（土） �3藤枝市役所サッカー部 �7ウイアテイン三重 �藤枝市民グラウンド �14：00 � 

籍11籍第3日 7月24日（日） �4Chukyouniv昏e �6常葉大学浜松キヤシバ揺る �中京大学グランド �il：所） � 

第12節第1日 �3藤枝市役所サッカー部 �2鈴鹿アンリミテッドFC �藤枝総合運動公園サッカー場 �14：00 � 
7月30日（土） �8FCJSE・SHIMA �5FC岐阜SECOND �伊勢iフットボールヴィレッジ �16：00 

第12飾第2日 子馬30百（土） �4ChukyQu証VゼC �lFC＼刈谷 �中京大学グランド �16：00 � 

第2節第4日 9月4日（日） �6常葉大学浜松キヤン）はFC �2鈴鹿アンリミテッドFC �有玉グランド �12：00 � 

第13節第1日 �lFC刈谷 �3踵枝市役所サッカー部 �ウェーブスタジアム刈谷 �16：00 � 
9月10日（土） �2鈴鹿アンリミテッドFC． �4Chuikyouniv．FC �AGF鈴鹿陸上踵技場 �15：00 

第13節第2日 �5FC岐阜SECOND �7ヴイアテイン三重 �岐阜フットポー！レセンター �11：00 � 

9月11日（日） �6常葉大学浜松キャンパスFC �8FCJSE－SHIMA �有玉グランド �12：00 

第14節第1日 �lFC刈谷 �2鈴鹿アンリミテッドFC �ウェーブスタジアム刈谷 �13：00 � 

9月18日（日） �6常葉大学浜松キャーンパス的 �5FCi岐阜SECQNH �有玉グラシ／ド �12：00 

第14節第2日 9月19日（月） �8FC．ISE－SHIMA �7ウイアテイン三重 �伊勢フットボールヴィレッジ �16：00 � 

第7節第3日 9月25日（日） �5FC岐阜SECOND �6常葉大学浜松キャンバスFC �岐阜フットボールセンター �1100 � 

第9節第4日 9月25日（日） �lFC刈谷 �7ウイアテイン三重 �ウェーブスタジアム刈谷 �13：00 � 

第11飾第4日 9月25日（日） �2鈴鹿アンリミテッドFC �8FCJSE－SHIMA �AGF鈴寂陸上競技場 �13：00 � 

第14節第3日 9月25日（日） �4Chukyouniv．FC �3藤枝市役所サッかき蔀 �中京大学グランド �14湘／ � 

第7節第4日 10月2日（日） �2鈴鹿アンリミテッドFC �lFC刈谷 �AGF鈴威陸上競技場 �13：00 � 

第12節第3日 10月9日（日） �7ウイアテイン三重 �6常瑳大学浜松キャンバスFC �NTN総合運動公園G �13：00 � 

※試合スケジュールは、変更となる場合がありますのでご了承下さい。
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