
作成　2020年 5月25日

変更　2020年 7月12日

middlesリーグ 変更箇所は赤字で表示 №１

ホーム(Ｈ) アウェー(Ａ) 主審 副審

17:30 ポルベニル vs Ｄ高田Ｍ 奈良FCOB 橿原クァレンタ

18:40 奈良FCOB vs 橿原クァレンタ 法隆寺O50 桜井

19:50 法隆寺O50 vs 桜井 ポルベニル Ｄ高田Ｍ

17:30 サンカント vs 法隆寺O50 スピルミーゴ2nd 奈良FCOB

18:40 スピルミーゴ2nd vs 奈良FCOB ポルベニル 新庄50

19:50 ポルベニル vs 新庄50 サンカント 法隆寺O50

17:30 サンカント vs Ｄ高田Ｍ 新庄50 桜井

18:40 新庄50 vs 桜井 橿原クァレンタ スピルミーゴ2nd

19:50 橿原クァレンタ vs スピルミーゴ2nd サンカント Ｄ高田Ｍ

17:30 新庄50 vs 奈良FCOB サンカント ポルベニル

18:40 サンカント vs ポルベニル 橿原クァレンタ Ｄ高田Ｍ

19:50 橿原クァレンタ vs Ｄ高田Ｍ 新庄50 奈良FCOB

17:30 スピルミーゴ2nd vs サンカント 法隆寺O50 新庄50

18:40 法隆寺O50 vs 新庄50 桜井 橿原クァレンタ

19:50 桜井 vs 橿原クァレンタ スピルミーゴ2nd サンカント

17:30 橿原クァレンタ vs ポルベニル サンカント 桜井

18:40 サンカント vs 桜井 新庄50 スピルミーゴ2nd

19:50 新庄50 vs スピルミーゴ2nd 橿原クァレンタ ポルベニル

18:30 奈良FCOB vs 法隆寺O50 Ｄ高田Ｍ 桜井 開始時間注意

19:40 Ｄ高田Ｍ vs 桜井 ポルベニル スピルミーゴ2nd

20:50 ポルベニル vs スピルミーゴ2nd 奈良FCOB 法隆寺O50

17:30 Ｄ高田Ｍ vs 新庄50 法隆寺O50 橿原クァレンタ

18:40 法隆寺O50 vs 橿原クァレンタ 奈良FCOB サンカント

19:50 奈良FCOB vs サンカント Ｄ高田Ｍ 新庄50

17:30 桜井 vs 奈良FCOB 法隆寺O50 ポルベニル

18:40 法隆寺O50 vs ポルベニル スピルミーゴ2nd Ｄ高田Ｍ

19:50 スピルミーゴ2nd vs Ｄ高田Ｍ 桜井 奈良FCOB

18:30 新庄50 vs サンカント 桜井 ポルベニル 開始時間注意

19:40 桜井 vs ポルベニル Ｄ高田Ｍ 法隆寺O50

20:50 Ｄ高田Ｍ vs 法隆寺O50 新庄50 サンカント

17:30 スピルミーゴ2nd vs 桜井 橿原クァレンタ サンカント

18:40 橿原クァレンタ vs サンカント ポルベニル 奈良FCOB

19:50 ポルベニル vs 奈良FCOB スピルミーゴ2nd 桜井

18:30 法隆寺O50 vs スピルミーゴ2nd 奈良FCOB Ｄ高田Ｍ 開始時間注意

19:40 奈良FCOB vs Ｄ高田Ｍ 新庄50 橿原クァレンタ

20:50 新庄50 vs 橿原クァレンタ 法隆寺O50 スピルミーゴ2nd
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vs

vs

注意：9月以降YANAGI・Fの使用時間に関して18:00〜22:00 となります。

＊【ベンチ】本部からピッチに向かって左側：Ｈ、右側：Ａ

＊9/13と9/20を入替

＊9/13と9/20を入替

＊10/24橿原ｸｧﾚﾝﾀ(A)
と11/22ｻﾝｶﾝﾄ(H)を入
替

＊10/24橿原ｸｧﾚﾝﾀ(A)
と11/22ｻﾝｶﾝﾄ(H)を入
替、新庄(H)に変更

備考

2020年度奈良県シニアサッカーリーグ組合せ

試合当日の会場担当チーム

節 日 曜日 会場・ピッチ 時間
対戦カード 審判

1 7月18日 土 NFC・B

2 8月2日 日 YANAGI・F

3 8月10日 月 KaF(A)

日 YANAGI・F

4 8月16日 日 YANAGI・F

5 8月23日 日 KaF(A)

6 9月13日

8 9月22日 火 NFC・A

10月10日 土 NFC・B9

日 KaF(B)

7 9月20日

12 11月22日 日 YANAGI・F

11 11月8日 日 NFC・B

10 10月24日 土 YANAGI・F


