
＜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
1G 13:00 刈谷 × 西春日井 13G 9:00 刈谷 × 豊田

審判 東尾張 審判 東海
2G 13:35 東三河 × 東尾張 14G 9:35 東三河 × 東海

審判 西春日井 審判 西春日井

3G 14:10 西尾張 × 西春日井 15G 10:10 名古屋500 × 西春日井
審判 刈谷 審判 刈谷

4G 14:45 刈谷 × 東尾張 16G 10:45 刈谷 × 東海
審判 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ 審判 東三河

5G 15:20 東三河 × ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ 17G 11:20 東三河 × 西春日井
審判 西尾張 審判 豊田

6G 15:55 西尾張 × ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ 18G 11:55 名古屋500 × 豊田
審判 東三河 審判 西尾張

19G 12:30 西尾張 × 東尾張
節 開始 審判 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ
7G 16:40 羅針盤倶楽部 × A.C Compare 20G 13:05 安城 × ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ

審判 名古屋500 審判 名古屋500
8G 17:15 安城 × 名古屋500 21G 13:40 西尾張 × A.C Compare

審判 A.C Compare 審判 羅針盤倶楽部

9G 17:50 A.C Compare × 東海 22G 14:15 羅針盤倶楽部 × ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ
審判 羅針盤倶楽部 審判 A.C Compare

10G 18:25 羅針盤倶楽部 × 名古屋500 23G 14:50 安城 × A.C Compare
審判 豊田 審判 東尾張

11G 19:00 安城 × 豊田 24G 15:25 羅針盤倶楽部 × 東尾張
審判 東海 審判 安城

12G 19:35 東海 × 豊田
審判 安城

節 開始 節 開始
25G 9:30 刈谷 × ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ 36G 9:30 西尾張 × 豊田

審判 A.C Compare 審判 安城
26G 10:05 東三河 × A.C Compare 37G 10:05 羅針盤倶楽部 × 安城

審判 西尾張 審判 西春日井
27G 10:40 西尾張 × 名古屋500 38G 10:40 西春日井 × 東海

審判 刈谷 審判 羅針盤倶楽部

28G 11:15 刈谷 × A.C Compare 39G 11:15 羅針盤倶楽部 × 豊田
審判 名古屋500 審判 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ

29G 11:50 東三河 × 名古屋500 40G 11:50 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ × 東海
審判 安城 審判 東尾張

30G 12:25 西尾張 × 安城 41G 12:25 東尾張 × 西春日井
審判 名古屋500 審判 豊田

31G 12:50 刈谷 × 名古屋500 42G 12:50 西春日井 × 豊田
審判 東三河 審判 東海

32G 13:25 東三河 × 安城 43G 13:25 名古屋500 × A.C Compare
審判 西尾張 審判 東尾張

33G 13:50 西尾張 × 羅針盤倶楽部 44G 13:50 東尾張 × 東海
審判 刈谷 審判 西春日井

34G 14:25 刈谷 × 安城 45G 14:25 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ × 西春日井
審判 東三河 審判 豊田

35G 14:50 東三河 × 羅針盤倶楽部 46G 14:50 東尾張 × 豊田
審判 安城 審判 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ

　２月９日(日) 

　１月１９日(日) 

・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

　２月１日(土) A ２月１日(土) B

２０１９年度 愛知県シニアOver50 サッカー選手権大会

・日　時 ：令和2年1/19(日)､1/26(日)､2/1(土)､2/2(日)､2/9(日)､3/1(日)
・会　場 ：1/19､ 口論義運動公園球技場,1/26 ﾃﾗｽﾎﾟ鶴舞ｲｰｽﾄｸﾞﾗｳﾝﾄ､2/1,2 蒲郡市海陽多目的広場､
               2/9 ﾃﾗｽﾎﾟ鶴舞ｳｴｽﾄｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ､3/1 豊田市運動公園陸上競技場
・時　間 ：25分2～４本の巴戦

　１月２６日(日) 



節 開始 節 開始
47G 9:30 刈谷 × 羅針盤倶楽部 57G 9:30 A.C Compare × ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ

審判 東三河 審判 安城
48G 10:05 東三河 × 豊田 58G 10:05 安城 × 東海

審判 刈谷 審判 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ
49G 10:40 刈谷 × 西尾張 59G 10:40 名古屋500 × ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ

審判 羅針盤倶楽部 審判 A.C Compare

50G 11:15 羅針盤倶楽部 × 東海 60G 11:15 A.C Compare × 東尾張

審判 西尾張 審判 西春日井

51G 11:50 東三河 × 西尾張 61G 11:50 安城 × 西春日井

審判 東海 審判 東尾張

52G 12:25 西尾張 × 東海 62G 12:25 安城 × 東尾張

審判 刈谷 審判 名古屋500

53G 12:50 刈谷 × 東三河 63G 12:50 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ × 東尾張

審判 豊田 審判 羅針盤倶楽部

54G 13:25 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ × 豊田 64G 13:25 羅針盤倶楽部 × 西春日井

審判 A.C Compare 審判 名古屋500

55G 13:50 A.C Compare × 豊田 65G 13:50 名古屋500 × 東尾張

審判 東海 審判 西春日井

56G 14:25 名古屋500 × 東海 66G 14:25 A.C Compare × 西春日井

審判 豊田 審判 東尾張

＜決勝戦＞
・日　時
・場　所 豊田市運動公園陸上競技場  

   ・対　戦　 予選リーグ1位　VS  予選リーグ2位
　・審　判　 協会派遣

＜順位決定＞
　　①　勝ち点：勝ち　3、引分け　1、負け　0

　　②　得失点：得点-失点

　　③　総得点：得点数

　　④　対戦カード：対戦チームの勝ち、負け

　　⑤　抽選：コイントス

　２月２日(日) A 　２月２日(日) B

令和2年3月１日（日）12：30　KO　25分ﾊｰﾌ  


