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キックオフ 審判 当番チーム グランド

高田高校 0 (前0-3・後0-1) 4 鈴鹿グローリィ 10:00 伊勢FCPuro

四日市西高校 0 (前0-3・後0-2) 5 FCミナス 11:20 高田高校

四日市南高校 1 (前0-1・後1-1)a2 伊勢FCPuro 12:40 四日市西高校

みえ高田FC 1 (前0-0・後1-3) 3 伊勢FCPuro 10:00 FCミナス

三重高校 8 (前3-0・後5-0) 0 鈴鹿グローリィ 11:20 伊勢FCPuro

みえ高田FC 2 (前1-2・後1-2)a4 FCミナス 12:40 三重高校

四日市西高校 中止 鈴鹿グローリィ 10:00 FCミナス

みえ高田FC 中止 三重高校 11:20 鈴鹿グローリィ

楠クラブ 中止 FCミナス 12:40 三重高校

四日市南高校 中止 鈴鹿グローリィ 10:00 高田高校

三重高校 中止 伊勢FCPuro 11:20 四日市南高校

四日市西高校 中止 高田高校 12:40 三重高校

みえ高田FC 4 (前0-0・後4-0) 0 鈴鹿グローリィ 10:00 四日市南高校

四日市南高校 0 (前0-2・後0-0) 2 FCミナス 11:20 みえ高田FC

みえ高田FC 9 (前4-0・後5-0) 0 高田高校 12:40 FCミナス

高田高校 0 (前0-2・後0-3.) 5 伊勢FCPuro 9:40 楠クラブ

みえ高田FC 6 (前2-0・後4-0.) 0 四日市南高校 11:00 伊勢FCPuro

楠クラブ 10 (前3-0・後7-0) 0 四日市西高校 12:20 みえ高田FC

みえ高田FC 0 (前0-5・後0-1) 6 三重高校 15:30 高田高校

四日市南高校 3 (前1-0・後2-0) 0 鈴鹿グローリィ 15:30 楠クラブ

四日市西高校 1 (前1-0・後0-0) 0 高田高校 15:30 FCミナス

四日市西高校 中止 伊勢FCPuro 10:00 楠クラブ

三重高校 中止 楠クラブ 15:00 四日市西高校

FCミナス 5 (前2-0・後3-1) 1 鈴鹿グローリィ 10:00 派遣審判員

FCミナス 5 (前2-0・後3-1) 1 高田高校 10:00 四日市南高校

四日市西高校 6 (前2-0・後3-1) 1 四日市南高校 11:20 FCミナス

楠クラブ 6 (前1-0・後5-1) 1 鈴鹿グローリィ 10:00 高田高校

伊勢FCPuro 2 (前1-0・後1-0) 0 鈴鹿グローリィ 10:00 派遣審判員

楠クラブ 4 (前1-0・後3-0) 0 FCミナス 10:00 三重高校

四日市西高校 0 (前0-5・後0-2) 7 みえ高田FC 11:20 高田高校

三重高校 6 (前2-0・後4-0) 0 伊勢FCPuro 12:40 みえ高田FC

楠クラブ 10 (前7-0・後3-0) 0 高田高校 14:00 四日市西高校

楠クラブ 1 (前1-0・後0-1) 1 みえ高田FC 10:00 鈴鹿グローリィ

四日市南高校 0 (前0-3・後0-3) 6 三重高校 11:20 みえ高田FC

四日市西高校 0 (前0-1・後0-1) 2 鈴鹿グローリィ 12:40 四日市南高校

楠クラブ 8 (前5-0・後3-0) 0 伊勢FCPuro 14:00 三重高校

四日市南高校 0 (前0-4・後0-4) 8 高田高校 15:20 鈴鹿グローリィ

三重高校 0 (前0-0・後0-1) 1 楠クラブ 15:30 派遣審判員
女子委員会

FCミナス 6 -　0 伊勢FCPuro 12:15 派遣審判員
楠クラブ

三重高校 7 (前5-0・後2-0) 0 FCミナス 10:00 四日市西高校

楠クラブ 12 (前8-0・後4-0) 0 四日市南高校 11:20 FCミナス

三重高校 14 (前6-0・後8-0) 0 四日市西高校 12:40 四日市南高校

四日市西高校 VS 伊勢FCPuro 10:00 三重高校

三重高校 VS 高田高校 11:20 伊勢FCPuro

11月11日 （日） 高田高校 高田高校

四日市西高校

四日市南高校四日市南高校

伊勢FCPuro

高田高校

7月29日

※中止

（日）

8月19日 （日）

四日市西高校

8月25日 （土）

日時 対戦

6月17日 （日）

2018三重県女子サッカーリーグ  試合結果

伊勢Aピッチ
（9：00～14：00）

伊勢FCPuro

7月1日

松阪総合

（間に東海高校
リーグ）

高田高校

伊勢Bピッチ
（9：00～14：00）

9月30日
※中止

（日）

7月8日

※中止

（日）

（日） 高田高校みえ高田FC

三重高校

8月5日 （日）

高田高校
スポーツの杜鈴鹿

第1G
（皇后杯後）

9月2日 （日） 楠クラブ
スポーツの杜鈴鹿

第3G
（皇后杯後）

9月9日 （日） FCミナス
スポーツの杜鈴鹿

第3G
（皇后杯後）

10月28日 （日） 鈴鹿グローリィ スポーツの杜鈴鹿
第1G

11月4日 （日） 四日市南高校 四日市南高校

12月23日 （日） 三重高校 スポーツの社鈴鹿
第1･2Ｇ

11月18日 （日） 伊勢FCPuro 伊勢FV
（Cピッチ）

12月9日 （日） 四日市西高校 四日市西高校

3月17日 （日） 三重高校 四日市西高校

伊勢FV
（Cピッチ）

2月17日 （日） 三重高校 松阪総合

12月16日 （日）

1月20日 （日） FCミナス

楠クラブ

名張
メイハンフィールド


