
試合時間　９０　分

　日本製紙勇払サッカー場 　日本製紙勇払サッカー場

　ＦＣフォルテ 　日本製紙勇払ＦＣ

1 ９：３０ 苫小牧市役所 ＶＳ 様似サッカークラブ エルボ フォル 1 ９：３０ 日本製紙勇払ＦＣ ＶＳ ＦＣフォルテ まる人 エルボ

2 １１：２０ 静内ＦＣ ＶＳ アトリエラクタス まる人 バロン 2 １１：２０ 静内ＦＣ ＶＳ バロンﾄﾞｰﾙ アトリ 市役所

3 １３：１０ ＦＣエルボノス ＶＳ ＦＣフォルテ 市役所 様似 3 １３：１０ ＦＣエルボノス ＶＳ 串と肴まる人 フォル 日本

4 １５：００ 串と肴まる人 ＶＳ バロンﾄﾞｰﾙ 静内 アトリ 4 １５：００ 苫小牧市役所 ＶＳ アトリエラクタス バロン 静内

　うらかわ優駿アエル 　日本製紙勇払サッカー場

　様似サッカークラブ 　アトリエラクタス

1 ９：３０ 静内ＦＣ ＶＳ 串と肴まる人 市役所 フォル 1 ９：３０ 日本製紙勇払ＦＣ ＶＳ 静内ＦＣ アトリ バロン

2 １１：２０ ＦＣエルボノス ＶＳ 様似サッカークラブ 日本 バロン 2 １１：２０ ＦＣフォルテ ＶＳ 様似サッカークラブ エルボ 市役所

3 １３：１０ 苫小牧市役所 ＶＳ ＦＣフォルテ 静内 まる人 3 １３：１０ バロンﾄﾞｰﾙ ＶＳ アトリエラクタス 日本 静内

4 １５：００ 日本製紙勇払ＦＣ ＶＳ バロンﾄﾞｰﾙ 様似 エルボ 4 １５：００ 苫小牧市役所 ＶＳ ＦＣエルボノス フォル 様似

　静内川左岸グラウンド 　静内川左岸グラウンド

　静内ＦＣ 　バロンドール

1 ９：３０ アトリエラクタス ＶＳ 様似サッカークラブ まる人 日本 1 ９：３０ 串と肴まる人 ＶＳ アトリエラクタス 静内 市役所

2 １１：２０ 苫小牧市役所 ＶＳ バロンﾄﾞｰﾙ エルボ 静内 2 １１：２０ バロンﾄﾞｰﾙ ＶＳ ＦＣフォルテ 様似 日本

3 １３：１０ 日本製紙勇払ＦＣ ＶＳ 串と肴まる人 アトリ 様似 3 １３：１０ 苫小牧市役所 ＶＳ 静内ＦＣ まる人 アトリ

4 １５：００ 静内ＦＣ ＶＳ ＦＣエルボノス バロン 市役所 4 １５：００ 日本製紙勇払ＦＣ ＶＳ 様似サッカークラブ バロン フォル

　苫小牧市緑ヶ丘サッカー場（人工芝Ｂ：山側） 　苫小牧市緑ヶ丘サッカー場（人工芝Ｂ：山側）

　苫小牧市役所 　ＦＣエルボノス

1 ９：３０ 苫小牧市役所 ＶＳ 串と肴まる人 静内 様似 1 ９：３０ 串と肴まる人 ＶＳ ＦＣフォルテ バロン 様似

2 １１：２０ 日本製紙勇払ＦＣ ＶＳ ＦＣエルボノス フォル アトリ 2 １１：２０ ＦＣエルボノス ＶＳ アトリエラクタス 市役所 日本

3 １３：１０ 静内ＦＣ ＶＳ 様似サッカークラブ 市役所 まる人 3 １３：１０ バロンﾄﾞｰﾙ ＶＳ 様似サッカークラブ フォル まる人

4 １５：００ ＦＣフォルテ ＶＳ アトリエラクタス 日本 エルボ 4 １５：００ 苫小牧市役所 ＶＳ 日本製紙勇払ＦＣ アトリ エルボ

　日本製紙勇払サッカー場

　串と肴まる人

1 ９：３０ 日本製紙勇払ＦＣ ＶＳ アトリエラクタス エルボ バロン

2 １１：２０ 静内ＦＣ ＶＳ ＦＣフォルテ 様似 まる人

3 １３：１０ ＦＣエルボノス ＶＳ バロンﾄﾞｰﾙ 日本 アトリ

4 １５：００ 串と肴まる人 ＶＳ 様似サッカークラブ 静内 フォル

２０１９年度  １部リーグ日程

第 ６ 節　　　　　　８月　４日

会場

審判

第 １ 節　　　　　　５月２６日

第 ７ 節　　　　　　８月１８日

会場

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ当番ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ当番

試合時間 対戦チーム 試合時間 対戦チーム

試合時間 対戦チーム

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ当番

審判

第 ２ 節　　　　　　６月　２日

審判

第 ８ 節　　　　　　８月　２５日

会場

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ当番

会場

試合時間 対戦チーム 審判

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ当番

会場

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ当番

試合時間 対戦チーム 審判

対戦チーム 審判

第 ３ 節　　　　　　６月３０日

試合時間 対戦チーム 審判

会場

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ当番

会場

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ当番

試合時間

第 ５ 節　　　　　　７月２８日

第 ４ 節　　　　　　７月　７日

審判

会場

試合時間 対戦チーム 審判

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ当番

試合時間 対戦チーム

第 ９ 節　　　　　　９月　１日

会場


