
第51回（平成28年度）東海社会人サッカーリーグと部組み合わせ

期1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1節第1日 �l矢崎バレンチFC �8大同特殊鋼サッカー部 �藤枝総合運動公園サッカー揚 �14：00 � 2長良クラブ �7東海学園FC �岐阜フットボールセンター（天然芝） �13：30 

5月8日（日） �3トヨタ蹴球団 �6春日井クラブ �中京大学グランド �14：00 

4㈱畠田自動鏡板サッカー部 �5名古屋クラブ �㈱畠田自動織機大府グランド �11：00 

第2節第1日 5月14日（土） �7東海学園FC �l矢崎パレンテFC �東海学園大学三好キャンパス第16 �11：00 � 

第2節第2日 �6春日井クラブ �2長良クラブ �㈱豊田自動織機大府グランド �14：00 � 
5月15日（日） �8大同特殊錆サッカー蔀 �4㈱豊田自動寵稜サッカー語／ �㈱豊田自動織機大府ゲテンド �11：00 

第9飾第1日 5月15日（日） �3トヨタ蹴球団 �5名古屋クラブ �中京大学グランド �13：00 � 

第3簡第1日 �1矢崎パレンチFC �6春日井クラブ �駐枝市民グランド �14：00 � 2長良クラブ �5名古屋クラブ �鼓阜フットボール七も々－（天然熟 �l霊30 

5月22日（日） �3トヨタ蹴球団 �8大同特殊鋼サッカー部 �中京大学グランド �14：00 

4㈱豊田自動織機サッカー部 �7東海学園FC �㈱豊田自動織機大府グランド �11：00 

第4節第1日 �5名古屋クラブ �1矢崎パレンテFC �㈱豊田自動織機大府グランド �12：45 � 6春日井クラブ �4㈱畠田自動綾機サッカー寵 �㈱豊田自動総桧大府グランド �10：00 

5月29日（日） �7東海学園FC �3トヨタ蹴球団 �東海学園大学三好ギヤン）は第16 �12：00 

8大同特殊鋼サッカー部 �2長良クラブ �㈱豊田自動織機大府グランド �15：15 

第5節第1日 6月5日（日） �1矢崎バレンテFC �4㈱畠田自動織機サッカー都 �据野市運動公園陸上競技場 �14：00 � 

第6飾第1日 6月12日（日） �3トヨタ蹴球団 �1矢崎バレンテFC �中京大学グランド �14：00 � 
4㈱豊田自動織機サッカー部 �2長良クラブ �㈱豊田自動織機大府グランド �14：00 

7東海学園FC �5名古屋クラブ �東海学園大学三好キャンバス第1G �12：00 

8大同特殊鋼サッカー部 �6春日井クラブ �㈱豊田自動織機大府グランド �11：00 

第7節第1日 �1矢崎バレンテFC �2長氏クラブ �藤枝縫合運動公園サッカー揚 �14：（調 � 3トヨタ蹴球団 �4㈱豊田自動織機サッカー都 �トヨタスポーツセンター �14：00 

6月19日（日） �5名古屋クラブ �6春日井クラブ �トヨタスタジアムサブ �10：00 

7東海学園FC �8大同特殊鋼サッカー部 �東海学園大学三好キャンパス第10 �12：00 

第8飾第1日 6月26日（日） �7東海学園FC �2長良クラブ �東海学園大学三好キャンパス第16 �12：00 � 
6春日井クラブ �3トヨタ蹴球団 �トヨタスポーツセンター �14：00 

5名古屋クラブ �4㈱豊田自動織機サッカー部 �㈱豊田自動織機大府グランド �13：00 

第9節第1日 7万9日（土） �1矢崎バ＼レンチFC �7東海学園FC＿ �憩枝市民グラウンド �14：30 � 

第9節第2日 7月10日（日） �2長良クラブ �6春日井クラブ �岐阜フットボールセンター（天然芝） �11：00 � 

第10節第1日 7月17日（日） �7東海学園FC �4㈱豊田自動織機サッカー部 �東海学園大学三好キャンバス第16 �10：00 � 
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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11箇第1日 �3トヨタ蹴球団 �7東海学園FC �中京大学グランド �14肋 � 
7月24日（日） �2長良クラブ �8大同特殊鋼サッカー部 �岐阜フットボールセンター（天然芝） �11：00 

第5筋第2日 7月31日（日） �5名古屋クラブ �8大同特殊鋼サッカー部 �名古屋港サッカー場 �1100 � 

第12節第1日 �3トヨタ蹴球団 �2長良クラブ �中京大学グランド �14：00 � 
7月31甘（宙） �7東海学園FC �6春日井クラブ �東海学園大学三好キャンバス第16 �11：00 

第5節第3日 8月7日（日） �6春日井クラブ �7東海学園FC �柳川瀬運動公園グランド �10：30 � 

第10飾第2日 8月7日（日） �8大同特殊鋼サッカー部 �3トヨタ蹴球団 �柳川瀬運動公園グランド �14：00 � 

第11飾第2日 8月21日（日） �4㈱豊田自動織機サッカー部 �6春日井クラブ �㈱豊田自動線機大府グランド �ll：00 � 

第14節第1日 8月21日（日） �8大同特殊鋼サッカー部 �7東海学園FC �半田市運動公園陸上競技場 �11：00 � 

第10節第3日 �6春日井クララ �1実時バレンチFC �豊田市運動公園陸上競技場 �14：00i � 
8月28日（日） �5名古屋クラブ �2長良クラブ �室田市運動公園陸上競技場 �ll：（調 

第2節第3日 9月3日（土） �5名古屋クラブ �3トヨタ蹴球団 �㈱豊田自動織機大府グランド �14：00 � 

第9箱第3日 9月3日（土） �4㈱皇帝自動織機サッカー都 �8大同特殊鋼サッカー蔀 �㈱豊田自動稔稜大府グランド �ii：晩 � 

第13節第1日 9月10日（土） �1矢崎パレンテFC �3トヨタ蹴球団 �藤枝総合運動公園サッカー場 �14：00 � 

第13節第2日 9月11日（郎 �2長良クラブ �4㈱豊田自動級機サッカー都 �岐阜フットボールセンター（天然芝） �13：30 � 

第14節第2日 9月18日（日） �2長良クラブ �l矢崎パレンチFC �岐阜フットボールセンター（天然芝） �13：30 � 
4㈱畠田自動紐機サッカー部 �3トヨタ蹴球団 �㈱豊田自動識楼大府グランド �11：00 

6春日井クラブ �5名古屋クラブ �㈱豊田自動織機大府グランド �14：00 

＼第12節第2日 �4㈱星田自動織機サッカー瓢 �l矢崎バレンチFC＿ �㈱堅田自動綴板大府グランド �14：00 � 

9月24日（土） �8大同特殊鋼サッカー部 �5名古屋クラブ �㈱畠田自動織機大府グランド �11：00 

第5節第4日 9月25日（日） �2長良クラブ �3トヨタ蹴球団 �岐阜フットボールセンター（天然芝） �13：30 � 

第11節第3日 10月1日（土） �l矢崎パーレンテFC �5名古屋クラブ �裾野市陸上競技場 �1450 � 

第8飾第2日 10月8日（土） �8大同特殊鋼サッカー都 �1矢崎バレンチFC �阿久比スポーツ村陸上競技場 �14：00 � 

第13節第3日 �5名古屋クラブ �7東海学園FC �名古屋港サッカー場 �1100 � 
10月23日（旦） �6春日井クラブ �8大同鵠殊鍋サッカー部 �名古屋港サッカー場 �1400 

※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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