
Middlesリーグ 変更箇所は赤字で表示 №１

節 日 曜日 会場 時間 主審 副審 備考

17:30 ポルベニル橿原 vs 法隆寺　Ｏ50 高田 2nd

18:40 奈良　FCOB vs 桜井シニア ポルベ 法隆

19:50 D高田　マスターズ vs スピル　2ｎｄ 奈良 桜井

17:30 ポルベニル橿原 vs 桜井シニア クァレ 高田

18:40 スピル　2ｎｄ vs 奈良　FCOB ポルベ 桜井

19:50 橿原クァレンタ vs D高田　マスターズ 2nd 奈良

17:30 奈良　FCOB vs 新庄　FC50 法隆 2nd

18:40 橿原クァレンタ vs ポルベニル橿原 奈良 新庄

19:50 法隆寺　Ｏ50 vs スピル　2ｎｄ クァレ ポルベ

17:30 スピル　2ｎｄ vs ＶＩＥＲＴＥ　ＦＣ サンカ 高田

18:40 桜井シニア vs 法隆寺　Ｏ50 2nd VIE

19:50 サンカント vs D高田　マスターズ 桜井 法隆

17:30 ポルベニル橿原 vs 桜井シニア クァレ 高田

18:40 スピル　2ｎｄ vs 奈良　FCOB ポルベ 桜井

19:50 橿原クァレンタ vs D高田　マスターズ 2nd 奈良

17:30 スピル　1ｓｔ vs D高田　マスターズ 新庄 ポルベ

18:40 ＶＩＥＲＴＥ　ＦＣ vs 奈良　FCOB 1ｓｔ 高田

19:50 新庄　FC50 vs ポルベニル橿原 VIE 奈良

18:30 D高田　マスターズ vs 桜井シニア VIE ポルベ

19:40 奈良　FCOB vs 法隆寺　Ｏ50 高田 桜井

20:50 ＶＩＥＲＴＥ　ＦＣ vs ポルベニル橿原 奈良 法隆

17:30 D高田　マスターズ vs 奈良　FCOB 1ｓｔ クァレ

18:40 スピル　2ｎｄ vs サンカント 高田 奈良

19:50 スピル　1ｓｔ vs 橿原クァレンタ 2nd サンカ

17:30 D高田　マスターズ vs VIERTE FC 桜井 クァレ

18:40 桜井シニア vs 橿原クァレンタ 高田 VIE

19:50 vs

17:30 桜井シニア vs サンカント 2nd 新庄

18:40 奈良　FCOB vs スピル 1st 桜井 サンカ

19:50 スピル　2ｎｄ vs 新庄　FC50 奈良 1st

17:30 奈良　FCOB vs 新庄　FC50 法隆 2nd

18:40 橿原クァレンタ vs ポルベニル橿原 奈良 新庄

19:50 法隆寺　Ｏ50 vs スピル　2ｎｄ クァレ ポルベ

17:30 ポルベニル橿原 vs スピル 1st 桜井 VIE

18:40 新庄　FC50 vs D高田　マスターズ ポルべ 1st

19:50 桜井シニア vs ＶＩＥＲＴＥ　ＦＣ 新庄 高田

17:30 ＶＩＥＲＴＥ　ＦＣ vs 橿原クァレンタ 奈良 ポルベ

18:40 スピル　1ｓｔ vs 新庄　FC50 VIE クァレ

19:50 奈良　FCOB vs ポルベニル橿原 1ｓｔ 新庄

18:30 サンカント vs スピル　1st クァレ 法隆

19:40 新庄　FC50 vs ＶＩＥＲＴＥ　ＦＣ サンカ 1st

20:50 橿原クァレンタ vs 法隆寺　Ｏ50 新庄 VIE

12 9月19日 日 Ｙａｆ

11 9月5日 日 Ｙａｆ

9 8月1日 日 Ｙａｆ

3 8月7日 土 Ｎｆｃ　Ｂ

10 8月9日 月 Kaf　A

7 7月22日 木 Ｎｆｃ　Ｂ

8 7月25日 日 Ｙａｆ

5 6月27日 日 Kaf Ｂ

6 7月4日 日 Ｙａｆ

Ｎｆｃ　A
5月9日分

日程・場所変
更

2 5月9日 日  Kaf A

3 5月30日 日 Kaf A

6月19日に
振替

7月25日第三試

合

振替(第1試合)

開始時間注意

5月30日分
日程・場所変

更

4月25日 日 Kaf A

2021年度奈良県シニアサッカーリーグ組合せ 作成　 2021.4.1

変更　 2021.7.20

8月7日に
振替

4 6月13日 日 Ｎｆｃ　Ｂ

試合当日の会場担当チーム

対戦カード

1

Ｎｆｃ　フットボールセンター　　Ｋａｆ　ヤタガラス　　Ｙａｆ　ヤナギフィールド　

2 6月19日 土



Middlesリーグ 変更箇所は赤字で表示

節 日 曜日 会場 時間 審判 副審 備考

17:30 ポルベニル橿原 vs サンカント 法隆 高田

18:40 ＶＩＥＲＴＥ　ＦＣ vs スピル　1ｓｔ ポルベ サンカ

19:50 法隆寺　Ｏ50 vs D高田　マスターズ VIE 1ｓｔ

17:30 橿原クァレンタ vs 奈良　FCOB VIE サンカ

18:40 新庄　FC50 vs 法隆寺　Ｏ50 クァレ 奈良

19:50 ＶＩＥＲＴＥ　ＦＣ vs サンカント 新庄 法隆

17:30 桜井シニア vs 新庄　FC50 2nd 1ｓｔ

18:40 法隆寺　Ｏ50 vs サンカント 桜井 新庄

19:50 スピル　2ｎｄ vs スピル　1ｓｔ 法隆 サンカ

17:30 スピル　2ｎｄ vs 橿原クァレンタ サンカ 奈良

18:40 ポルベニル橿原 vs D高田　マスターズ 2nd クァレ

19:50 奈良　FCOB vs サンカント ポルベ 高田

17:30 法隆寺　Ｏ50 vs ＶＩＥＲＴＥ　ＦＣ 1ｓｔ 桜井

18:40 サンカント vs 橿原クァレンタ 法隆 VIE

19:50 スピル　1ｓｔ vs 桜井シニア サンカ クァレ

17:30 vs

18:40 桜井シニア vs スピル　2ｎｄ 新庄 クァレ

19:50 新庄　FC50 vs 橿原クァレンタ 桜井 2nd

17:30 スピル  2nd vs ポルべニル橿原 サンカ 新庄

18:40 法隆寺　Ｏ50 vs スピル　1ｓｔ 2nd ポルべ

19:50 サンカント vs 新庄　FC50 法隆 1ｓｔ
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ヤナギフィールド使用時間　　　7〜8月　サマータイム実施　　グランド使用17:00〜21:00 (フットサルコート17:00
〜20:00)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外 グランド使用18:00〜22:00 (フットサルコート17:00〜

注

記

19 11月23日 火 Kaf A

17 11月7日 日 Kaf Ｂ

18 11月14日 日 Kaf A

№２

16 10月31日 日 Kaf Ｂ

14 10月3日 日 Kaf A

15 10月17日 日 Kaf A

対戦カード

13 9月23日 木 Kaf Ｂ


