
№ １

月日 部 節 時　間 ホーム アウェイ 会   場 審判 ・運営 グランド設営 グランド最終管理

4/5 9:00 松山北条人工芝 大洲ＦＣ（40）

9:30 西条中央（40） 大洲ＦＣ（40） グランド 今治四十雀（40）

10:40 上灘育成会（40） 今治四十雀（40） 西条中央（40）

11:50 39ers（40） 弓削ＦＣ（40） EPG(40)

13:00 EPG(40) 西条８８（40） 39ers（40）

14:10 今治四十雀（50） 大洲ＦＣ（50） 上灘育成会（50）

15:20 上灘育成会（50） 39ers（50） 今治四十雀（50） 39ers（50）

4/12 9:30 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（50） コリンコス（50） 宇和島丸山 えひめ四十雀（50） 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（50）

10:40 今治四十雀（50） えひめ四十雀（50） グランド コリンコス（50）

11:50 吉田ＦＣ（40） 四国中央（40） 南宇和ＦＣ（40）

13:00 南宇和ＦＣ（40） コリンコス（40） 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（40）

14:10 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（40） 西条中央（40） コリンコス（40） 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（40）

4/19 9:30 今治四十雀（40） 39ers（40） 松山北条人工芝 上灘育成会（40） 39ers（40）

10:40 上灘育成会（40） 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（40） グランド 大洲ＦＣ（40）

11:50 大洲ＦＣ（40） 弓削ＦＣ（40） 吉田ＦＣ（40）

13:00 吉田ＦＣ（40） EPG(40) 弓削ＦＣ（40）

14:10 西条８８（40） 南宇和ＦＣ（40） 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（50）

15:20 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（50） 上灘育成会（50） 西条８８（40） 上灘育成会（50）

10:30 西条中央（50） 39ers（50） 松山北条天然芝 西条８８（50） 39ers（50）

12:00 西条８８（50） 四国中央（50） 39ers（50）

13:30 大洲ＦＣ（50） EPG(50) 四国中央（50） EPG(50)

4/26 スカイフィールド

えひめ四十雀（60） 西条８８（60） 富郷（メインスタンド） 未定

5/10 9:00 スカイフィールド 事務局

事務局

5/17 10:00 宇和島丸山 事務局

グランド

事務局

5/24 10:00 スカイフィールド 事務局

11:00

12:30 39ers（40） 大洲ＦＣ（40） 事務局

14:00 全国スポレク祭決勝 事務局

10:30 四国中央（40） 西条８８（40） スカイフィールド コリンコス（40） 四国中央（40）

11:40 コリンコス（40） 吉田ＦＣ（40） 四国中央（40）

12:50 西条中央（40） 上灘育成会（40） 今治四十雀（40）

14:00 今治四十雀（40） 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（40） 西条中央（40） 今治四十雀（40）

6/14 10:30 四国中央（50） 西条中央（50） スカイフィールド 西条８８（50） 四国中央（50）

11:40 EPG(50) 西条８８（50） 四国中央（50）

12:50 えひめ四十雀（50） コリンコス（50） 大洲ＦＣ（50）

14:00 大洲ＦＣ（50） 39ers（50） コリンコス（50） 大洲ＦＣ（50）

6/21 11:00 西条中央（40） 今治四十雀（40） 西条ひうち 弓削ＦＣ（40） 西条中央（40）

12:30 弓削ＦＣ（40） 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（40） グランド 今治四十雀（40）

14:00 西条中央（50） EPG(50) 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（40） 西条中央（50）

6/28 10:30 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（50） 大洲ＦＣ（50） 宇和島丸山 えひめ四十雀（50） 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（50）

11:40 上灘育成会（50） えひめ四十雀（50） グランド 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（50）

12:50 南宇和ＦＣ（40） 吉田ＦＣ（40） 大洲ＦＣ（40）

14:00 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（40） 大洲ＦＣ（40） 南宇和ＦＣ（40） 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（40）

11:00 西条８８（40） コリンコス（40） 西条ひうち 四国中央（40） 西条８８（40）

12:30 EPG(40) 四国中央（40） グランド 西条８８（40）

14:00 西条８８（50） コリンコス（50） EPG(40) 西条８８（50）

7/5 10:30 上灘育成会（40） 39ers（40） 伊予市しおさい 西条中央（40） 上灘育成会（40）

11:40 弓削ＦＣ（40） 西条中央（40） グランド 上灘育成会（40）

12:50 39ers（50） 今治四十雀（50） 上灘育成会（50）

14:00 上灘育成会（50） 四国中央（50） 39ers（50） 上灘育成会（50）

10:30 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（50） えひめ四十雀（50） 宇和島丸山 吉田ＦＣ（40） 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（50）

11:40 吉田ＦＣ（40） 西条８８（40） グランド えひめ四十雀（50）

12:50 南宇和ＦＣ（40） EPG(40) 西条８８（40）

14:00 西条８８（60） えひめ四十雀（60） 南宇和ＦＣ（40） えひめ四十雀（60）

7/12 11:00 39ers（40） 西条中央（40） 西条ひうち 大洲ＦＣ（40） 西条中央（40）

12:30 大洲ＦＣ（40） 今治四十雀（40） グランド 西条中央（40）

14:00 西条８８（50） 西条中央（50） 今治四十雀（40） 西条中央（50）

7/19 10:30 今治四十雀（50） 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（50） 東予運動公園 西条８８（50） 今治四十雀（50）

11:40 西条８８（50） 大洲ＦＣ（50） 球技場 今治四十雀（50）

12:50 えひめ四十雀（50） 39ers（50） 弓削ＦＣ（40）

14:00 弓削ＦＣ（40） 上灘育成会（40） 39ers（50） 弓削ＦＣ（40）

10:30 四国中央（50） EPG(50) 土居やまじ風 西条中央（50） 四国中央（50）

11:40 コリンコス（50） 西条中央（50） 公園グランド EPG(50)

12:50 コリンコス（40） EPG(40) 四国中央（40）

14:00 四国中央（40） 南宇和ＦＣ（40） コリンコス（40） 四国中央（40）

7/26 10:30 上灘育成会（40） 大洲ＦＣ（40） 伊予市しおさい 39ers（40） 上灘育成会（40）

11:40 39ers（40） 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（40） グランド 上灘育成会（40）

12:50 大洲ＦＣ（50） えひめ四十雀（50） 宇和島ｶﾞｲｱｰｽﾞ（40）

14:00 上灘育成会（50） EPG(50) 大洲ＦＣ（50） 上灘育成会（50）

10:30 今治四十雀（40） 弓削ＦＣ（40） 今治桜井グランド コリンコス（40） 今治四十雀（40）

11:40 コリンコス（40） 四国中央（40） 弓削ＦＣ（40）

12:50 39ers（50） コリンコス（50） 今治四十雀（50）

14:00 今治四十雀（50） 四国中央（50） コリンコス（50） 今治四十雀（50）
　【注意事項】　　 日程変更の表示　　 前期変更は緑の塗つぶし　 新たな変更は黄色の塗りつぶし

各グランドの使用規定を守り、空缶･ゴミ等の片づけを行うこと。出たゴミは必ず各自で持ち帰ること。

所定の駐車場を利用し、外来者や近所の人に迷惑をかけないようにすること。

グランド設営は1試合目の両チームが協力して行うこと。

グランド最終管理は最終試合の両チームが協力してグランド整備とゴミの片付けを行うこと。

対戦する両チームは互いに正副のユニホームを持参すること

ユニホームの色が同じの場合はホームチームを優先とする

Ｈ２１年度シニアサッカーリーグ前期日程表

シニア５０・マスターズ四国予選

シニア６０全国大会予選

全国スポレク準決勝

全国スポレク祭予選

全国スポレク準決勝

シニアリーグ開会式
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