
＜予選リーグ戦＞
　　・日　時：平成２7年1月11日(日）、2月８日(日)、２8日(土)、3月8日(日)
　　・場　所：刈谷市総合運動公園ウェーブスタジアム
　　・試　合：午後６：００～
　　・備　考：準備、後片付けは刈谷チームが行う

　競技時間
節 開始 節 開始
1節 14:35 Forza Chita × 豊田　シニア 1節 9:30 西春日井　シニア × 名古屋 500 クロウズ

審判 東海　シニア 審判 ナゴヤカルチョ

2節 15:00 Over50 刈谷 × 東尾張倶楽部 2節 9:55 西尾張 シニア × 羅針盤倶楽部

審判 Forza Chita 審判 西春日井　シニア

3節 15:25 Forza Chita × 東海　シニア 3節 10:20 西春日井　シニア × ナゴヤカルチョ

審判 豊田　シニア 審判 名古屋 500 クロウズ

4節 15:50 豊田　シニア × 東尾張倶楽部 4節 10:45 名古屋 500 クロウズ × 羅針盤倶楽部

審判 Over50 刈谷 審判 西尾張 シニア

5節 16:15 Forza Chita × Over50 刈谷 5節 11:10 西春日井　シニア × 西尾張 シニア

審判 東尾張倶楽部 審判 羅針盤倶楽部

6節 16:40 豊田　シニア × 東海　シニア 6節 11:35 名古屋 500 クロウズ × ナゴヤカルチョ

17:05 審判 Over50 刈谷 審判 西尾張 シニア

7節 12:00 羅針盤倶楽部 × ナゴヤカルチョ

節 開始 12:25 審判 名古屋 500 クロウズ

7節 11:00 Forza Chita × 東尾張倶楽部

審判 東海　シニア 節 開始
8節 11:25 東尾張倶楽部 × 東海　シニア 8節 14:35 西春日井　シニア × 羅針盤倶楽部

審判 豊田　シニア 審判 ナゴヤカルチョ

9節 11:50 豊田　シニア × Over50 刈谷 9節 15:00 名古屋 500 クロウズ × 西尾張 シニア

審判 東尾張倶楽部 審判 羅針盤倶楽部

10節 12:15 Over50 刈谷 × 東海　シニア 10節 15:25 西尾張 シニア × ナゴヤカルチョ

審判 豊田　シニア 審判 名古屋 500 クロウズ

11節 12:40 Forza Chita × 豊田　シニア 11節 15:50 西春日井　シニア × 名古屋 500 クロウズ

審判 東海　シニア 審判 ナゴヤカルチョ

12節 13:05 Over50 刈谷 × 東尾張倶楽部 12節 16:15 西尾張 シニア × 羅針盤倶楽部

審判 Forza Chita 審判 西春日井　シニア

13節 13:30 Forza Chita × 東海　シニア 13節 16:40 西春日井　シニア × ナゴヤカルチョ

審判 東尾張倶楽部 審判 羅針盤倶楽部

14節 13:55 豊田　シニア × 東尾張倶楽部 14節 17:05 名古屋 500 クロウズ × 羅針盤倶楽部

審判 Over50 刈谷 17:30 審判 西尾張 シニア

節 開始 節 開始
15節 13:30 Forza Chita × Over50 刈谷 15節 12:35 西春日井　シニア × 西尾張 シニア

審判 東海　シニア 審判 ナゴヤカルチョ

16節 13:55 豊田　シニア × 東海　シニア 16節 13:00 名古屋 500 クロウズ × ナゴヤカルチョ

審判 Forza Chita 審判 西春日井　シニア

17節 14:20 Forza Chita × 東尾張倶楽部 17節 13:25 西春日井　シニア × 羅針盤倶楽部

審判 Over50 刈谷 審判 西尾張 シニア

18節 14:45 東尾張倶楽部 × 東海　シニア 18節 13:50 羅針盤倶楽部 × ナゴヤカルチョ

審判 豊田　シニア 審判 名古屋 500 クロウズ

19節 15:10 豊田　シニア × Over50 刈谷 19節 14:15 名古屋 500 クロウズ × 西尾張 シニア

審判 Forza Chita 審判 西春日井　シニア

20節 15:35 Over50 刈谷 × 東海　シニア 20節 14:40 西尾張 シニア × ナゴヤカルチョ

16:00 審判 東尾張倶楽部 15:05 審判 羅針盤倶楽部

Ａ組　２月１３日(土)

　　⑤　抽選：コイントス

　　④　対戦カード：対戦チームの勝ち、負け

　　③　総得点：得点数

　　②　得失点：得点-失点

　　①　勝ち点：勝ち　3、引分け　1、負け　0

　　・審　判：協会派遣　

Ａ組　１月３１日(日)

Ｂ組　２月０７日(日)
Ｂ組　２月２１日(日)

＜順位決定＞

豊田市柳川瀬公園サッカー場

豊田市柳川瀬公園サッカー場

名古屋市港サッカー場

Ａ組　２月２８日(日) 半田運動公園陸上競技場

　　・対　戦：Aブロック勝者　VS  Bブロック勝者　

　　・日　時：平成２8年3月5日(土)  １7：0０　KO  20分ハーフ
＜決勝戦＞

　　・場　所：刈谷運動公園ｳｪｰﾌﾞｽﾀｼﾞｱﾑ　

２０１5年度 シニアOver50 サッカー選手権大会

Ａ組　１月３１日(日) Ｂ組　２月７日(日)

豊田市柳川瀬公園サッカー場

豊田市柳川瀬公園サッカー場

・日　時　：平成28年1月31日(日)､2月7日(日)､2月13日(土)､2月21日(日)､2月28日(日)､3月5日(土)

・会　場　：1/31､2/7､2/13､2/21 豊田柳川瀬S､2/28 半田陸上､2/28 名古屋市港S､ 3/5 刈谷WS

・時　間　：20分ハーフ3､４本の巴戦

・備　考　：第一試合の両チームが準備、最終試合の両チームが後片付け

Ｂ組　２月２１日(日)

Ａ組　２月２８日(日) Ｂ組　２月２８日(日)

＜予選リーグ＞

Ａ組　２月１３日(土)

Ｂ組　２月２８日(日)


