
作成　2019年4月  4日

変更　2019年　9月21日

変更　2019年10月12日

middles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

18:10 サンカント vs 桜井 新庄 奈良FCOB

19:05 ポルベニルカシハラ vs スピルミーゴ2nd サンカント 桜井

20:00 新庄 vs 奈良FCOB ポルベニルカシハラ スピルミーゴ2nd

18:10 Ｄ高田マスターズ vs ポルベニルカシハラ 橿原クァレンタ サンカント

19:05 法隆寺O50 vs 新庄 Ｄ高田マスターズ ポルベニルカシハラ

20:00 橿原クァレンタ vs サンカント 法隆寺O50 新庄

17:10 スピルミーゴ2nd vs 法隆寺O50 奈良FCOB 橿原クァレンタ

18:05 桜井 vs Ｄ高田マスターズ スピルミーゴ2nd 法隆寺O50

19:00 奈良FCOB vs 橿原クァレンタ 桜井 Ｄ高田マスターズ

18:10 新庄 vs 橿原クァレンタ ポルベニルカシハラ 法隆寺O50

19:05 サンカント vs Ｄ高田マスターズ 新庄 橿原クァレンタ

20:00 ポルベニルカシハラ vs 法隆寺O50 サンカント Ｄ高田マスターズ

18:10 法隆寺O50 vs 桜井 Ｄ高田マスターズ 奈良FCOB

19:05 橿原クァレンタ vs スピルミーゴ2nd 法隆寺O50 桜井

20:00 Ｄ高田マスターズ vs 奈良FCOB 橿原クァレンタ スピルミーゴ2nd

18:10 奈良FCOB vs サンカント スピルミーゴ2nd 新庄

19:05 桜井 vs ポルベニルカシハラ 奈良FCOB サンカント

20:00 スピルミーゴ2nd vs 新庄 桜井 ポルベニルカシハラ

18:10 新庄 vs Ｄ高田マスターズ ポルベニルカシハラ 奈良FCOB

19:05 サンカント vs スピルミーゴ2nd 新庄 Ｄ高田マスターズ

20:00 ポルベニルカシハラ vs 奈良FCOB サンカント スピルミーゴ2nd

18:10 橿原クァレンタ vs ポルベニルカシハラ 法隆寺O50 サンカント

19:05 桜井 vs 新庄 橿原クァレンタ ポルベニルカシハラ

20:00 法隆寺O50 vs サンカント 桜井 新庄

18:10 Ｄ高田マスターズ vs 橿原クァレンタ 桜井 スピルミーゴ2nd

19:05 奈良FCOB vs 法隆寺O50 Ｄ高田マスターズ 橿原クァレンタ

20:00 桜井 vs スピルミーゴ2nd 奈良FCOB 法隆寺O50

18:10 ポルベニルカシハラ vs 新庄 橿原クァレンタ 桜井

19:05 スピルミーゴ2nd vs Ｄ高田マスターズ ポルベニルカシハラ 新庄

20:00 橿原クァレンタ vs 桜井 スピルミーゴ2nd Ｄ高田マスターズ

18:10 奈良FCOB vs スピルミーゴ2nd 法隆寺O50 Ｄ高田マスターズ

19:05 新庄 vs サンカント 奈良FCOB スピルミーゴ2nd

20:00 法隆寺O50 vs Ｄ高田マスターズ 新庄 サンカント

18:10 橿原クァレンタ vs ポルベニルカシハラ 法隆寺O50 サンカント

19:05 桜井 vs 新庄 橿原クァレンタ ポルベニルカシハラ

20:00 法隆寺O50 vs サンカント 桜井 新庄

18:10 Ｄ高田マスターズ vs 橿原クァレンタ 桜井 スピルミーゴ2nd

19:05 奈良FCOB vs 法隆寺O50 Ｄ高田マスターズ 橿原クァレンタ

20:00 桜井 vs スピルミーゴ2nd 奈良FCOB 法隆寺O50

18:10 桜井 vs 奈良FCOB サンカント ポルベニルカシハラ

19:05 法隆寺O50 vs 橿原クァレンタ 桜井 奈良FCOB

20:00 サンカント vs ポルベニルカシハラ 法隆寺O50 橿原クァレンタ

注意事項 入場(ピッチ内）は基本18:00〜となります。時間外入場禁止。

11 12月7日 土 NFC( B )
台風の影響により
10月12日から変更

10 11月30日

8 10月22日

試合当日の会場担当チーム

対戦カード

9月22日

4 6月22日 土 NFC( B )

4月29日 月祝

NFC( A )

7 8月12日

2019年度奈良県シニアサッカーリーグ組合せ

1 4月21日

節 日 曜日会場・(ピッチ) 時間

日 NFC( B )

7月15日 日 NFC( B )

備考
審判

＊【ベンチ】グランドに向かって左側：Ｈ、右側：Ａ

土

NFC( B )

NFC( B )

当日レフリースクールがあ
り試合時間が早くなってい
ますので注意ください。

11月30日へ
変更移動

台風の影響により
12月7日へ変更

土 NFC( B )

月祝 NFC( B )

3 5月25日

2

12 12月15日 日 NFC( A )

6 7月21日 日 NFC( B )

5

火祝 NFC( B )

9 11月9日 土

8 土 NFC(   )

8 10月12日 土 NFC( B )


