
1部リーグ 変更箇所は赤字で表示青字は申請中 №１

ホーム(H) アウェー(A) 主審 副審

17:30 フロンティアFC vs Ｄ高田ＰＦＣ オンズ ﾚｼﾞｽﾀﾝ

18:40 スピルミーゴ1st vs 猿沢ガメラ ﾌﾛﾝﾃｨｱ D高田P

19:50 ＯＮＺＥ vs REGISTAN ｽﾋﾟﾙ１ ガメラ

17:30 王寺クラブ vs スポーツあすかFC ｻﾝｶﾝﾄ ｽﾋﾟﾙ２

火 18:40 REGISTAN vs 新庄FC 王寺ク あすか

（祝） 19:50 Cinquante vs スピルミーゴ2nd ﾚｼﾞｽﾀﾝ 新庄FC

17:30 ＯＮＺＥ vs 新庄FC ｽﾋﾟﾙ２ D高田P

18:40 王寺クラブ vs スピルミーゴ1st オンズ 新庄FC

19:50 スピルミーゴ2nd vs Ｄ高田ＰＦＣ 王寺ク ｽﾋﾟﾙ１

17:30 Ｄ高田ＰＦＣ vs スポーツあすかFC ガメラ ｻﾝｶﾝﾄ

18:40 フロンティアFC vs スピルミーゴ1st D高田P あすか

19:50 猿沢ガメラ vs Cinquante ﾌﾛﾝﾃｨｱ ｽﾋﾟﾙ１

17:30 Ｄ高田ＰＦＣ vs 王寺クラブ ｻﾝｶﾝﾄ オンズ

18:40 スピルミーゴ2nd vs 新庄FC D高田P 王寺ク

19:50 Cinquante vs ＯＮＺＥ ｽﾋﾟﾙ２ 新庄FC

17:30 ＯＮＺＥ vs 猿沢ガメラ ｽﾋﾟﾙ１ 新庄FC

月 18:40 REGISTAN vs 王寺クラブ オンズ ガメラ

（祝） 19:50 スピルミーゴ1st vs 新庄FC ﾚｼﾞｽﾀﾝ 王寺ク

17:30 REGISTAN vs スピルミーゴ1st 新庄FC ﾌﾛﾝﾃｨｱ

18:40 Cinquante vs スポーツあすかFC ﾚｼﾞｽﾀﾝ ｽﾋﾟﾙ１

19:50 新庄FC vs フロンティアFC ｻﾝｶﾝﾄ あすか

17:30 Cinquante vs スピルミーゴ1st D高田P ガメラ

18:40 ＯＮＺＥ vs フロンティアFC ｻﾝｶﾝﾄ ｽﾋﾟﾙ１

19:50 Ｄ高田ＰＦＣ vs 猿沢ガメラ オンズ ﾌﾛﾝﾃｨｱ

17:30 スポーツあすかFC vs REGISTAN オンズ D高田P

18:40 スピルミーゴ2nd vs フロンティアFC あすか ﾚｼﾞｽﾀﾝ

19:50 ＯＮＺＥ vs Ｄ高田ＰＦＣ ｽﾋﾟﾙ２ ﾌﾛﾝﾃｨｱ

17:30 スピルミーゴ2nd vs ＯＮＺＥ ガメラ あすか

月 18:40 猿沢ガメラ vs スポーツあすかFC ｽﾋﾟﾙ２ オンズ

（祝） 19:50 vs 予備

17:30 フロンティアFC vs REGISTAN ｽﾋﾟﾙ１ ｽﾋﾟﾙ２

18:40 王寺クラブ vs ＯＮＺＥ ﾌﾛﾝﾃｨｱ ﾚｼﾞｽﾀﾝ

19:50 スピルミーゴ1st vs スピルミーゴ2nd 王寺ク オンズ

17:30 Cinquante vs 王寺クラブ ｽﾋﾟﾙ１ D高田P

18:40 スピルミーゴ1st vs Ｄ高田ＰＦＣ ｻﾝｶﾝﾄ 王寺ク

19:50 vs 予備

17:30 新庄FC vs Cinquante ﾚｼﾞｽﾀﾝ ガメラ

日 18:40 スポーツあすかFC vs スピルミーゴ2nd 新庄FC ｻﾝｶﾝﾄ

（祝） 19:50 REGISTAN vs 猿沢ガメラ あすか ｽﾋﾟﾙ２

17:30 新庄FC vs Ｄ高田ＰＦＣ ｽﾋﾟﾙ２ ﾚｼﾞｽﾀﾝ

18:40 猿沢ガメラ vs 王寺クラブ 新庄FC D高田P

19:50 スピルミーゴ2nd vs REGISTAN ガメラ 王寺ク

確保済4/4

14 11月17日 NFC( A )

12 10月20日 日 NFC( A )

13 11月3日 NFC( A )

10

土

日

NFC( B )

11 10月6日 NFC( A )

8 9月14日 土 NFC( B )

9 9月21日 土 NFC( B )

6 7月15日 NFC( A )

NFC(B )

5

確保済4/25日

6月1日 NFC(B)

審判
備考

7 8月4日 日 NFC(B)

対戦カード

1 4月28日 日 NFC(A )

節 日 曜日 会場・(ピッチ) 時間

9月23日

2019年度奈良県シニアサッカーリーグ組合せ 作成2019年4月4日
変更2019年8月18日

試合当日の会場担当チーム

2 4月30日 NFC(A )

確保済4/4

3 5月12日 日 NFC(B )

4 5月25日 土



2019年度奈良県シニアサッカーリーグ組合せ 作成2019年4月4日
変更2019年8月18日

1部リーグ 変更箇所は赤字で表示 №２

ホーム(H) アウェー(A) 主審 副審

17:30 REGISTAN vs Cinquante ﾌﾛﾝﾃｨｱ 王寺ク

土 18:40 スポーツあすかFC vs ＯＮＺＥ ﾚｼﾞｽﾀﾝ ｻﾝｶﾝﾄ

（祝） 19:50 フロンティアFC vs 王寺クラブ あすか オンズ

17:30 王寺クラブ vs スピルミーゴ2nd あすか ﾌﾛﾝﾃｨｱ

土 18:40 新庄FC vs 猿沢ガメラ 王寺ク ｽﾋﾟﾙ２

19:50 スポーツあすかFC vs フロンティアFC 新庄FC ガメラ

17:30 猿沢ガメラ vs スピルミーゴ2nd 新庄FC あすか

18:40 フロンティアFC vs Cinquante ガメラ ｽﾋﾟﾙ２

19:50 新庄FC vs スポーツあすかFC ﾌﾛﾝﾃｨｱ ｻﾝｶﾝﾄ

17:30 スピルミーゴ1st vs ＯＮＺＥ 王寺ク 新庄FC

18:40 Ｄ高田ＰＦＣ vs Cinquante ｽﾋﾟﾙ１ オンズ

19:50 王寺クラブ vs 新庄FC D高田P ｻﾝｶﾝﾄ

17:30 猿沢ガメラ vs フロンティアFC あすか ｽﾋﾟﾙ１

18:40 Ｄ高田ＰＦＣ vs REGISTAN ガメラ ﾌﾛﾝﾃｨｱ

19:50 スポーツあすかFC vs スピルミーゴ1st D高田P ﾚｼﾞｽﾀﾝ
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18:40 vs
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18:40 vs
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確保済4/25

16 11月30日 NFC( B )

18 12月8日 日 NFC( A )

19 12月14日 土 NFC( A )

確保済4/25

17 12月1日 日 NFC( A )

対戦カード

15 11月23日 NFC( B )

試合当日の会場担当チーム

確保済4/25

確保済4/25

節 日 曜日 会場・(ピッチ) 時間
審判

備考


