
1回戦 4/3（日） 場所 希望ヶ丘球技場 役員 2回戦 4/3（日） 場所 ビッグレイクC（天然芝） 役員
準備 あの試合の2チーム 片付け　うの試合の2チーム 増田 準備 鈴鹿SC 片付け　鈴鹿SC 杉谷

時間 審判 試合結果 時間 審判 試合結果
あ 10:00 甲賀クラブ ﾁｰﾑﾋﾞｼﾞﾈｽ FC TIKI 2-1 か 11:00 村田製作所 STFC 鈴鹿SC 5-0
い 12:00 FC TIKI 水口ﾌｪﾙｹﾙｽﾞ 甲賀クラブ 1-6 さ 13:30 FC八幡 鈴鹿SC 村田製作所 1-7
う 14:00 u-takashima 暁クラブ 水口 1-3

2回戦 4/3（日） 場所 ビッグレイクB（人工芝） 役員 2回戦 4/3（日） 場所 水口スポーツの森（人工芝） 役員
準備 守山侍2000 片付け　アリーバ甲賀 吉田 準備 BSC ROSAGE 木幡

時間 審判 試合結果 時間 審判 試合結果
く 17:10 守山侍2000 河西FC NFAC 3-0 え 18:10 ラフ BSC ROSAGE J-FORZA 1-3
け 19:00 NFAC アリーバ甲賀 守山侍 1-0 お 20:00 hi-lite J-FORZA ROSA 1-3

↓土曜日です。注意！
2回戦 4/9（土） 場所 ビッグレイクA 役員 2回戦 4/10（日） 場所 ビッグレイクB(人工芝） 役員
準備 滋賀銀行 片付け　滋賀銀行 増田 準備 栗東FC TOP 光吉

時間 審判 試合結果 時間 審判 試合結果
し 17:10 日本精工石部 ルネサス 滋賀銀行 3-3PK6-5 せ 17:10 暁クラブ 栗東FC TOP ｻｻﾞﾝﾚｲｸ 3-14
す 19:00 お洒落 滋賀銀行 日本精工 3-2 そ 19:00 サザンレイク 甲賀クラブ 栗東 4-2

報告：社会人連盟

2回戦 4/10（日） 場所 ビッグレイクC(天然芝） 役員 2回戦 4/10（日） 場所 ルネス学園（天然芝） 役員
準備 東レSC 片付け 東レSC 杉谷 準備 草津FCテルフィー 増野

時間 審判 試合結果 時間 審判 試合結果
こ 11:00 鈴鹿FC FOSTA 東レSC 9-1 た 9:30 水口ﾌｪﾙｹﾙｽﾞ 草津FCﾃﾙﾌｨｰ 愛就会 0-6
き 13:30 晴嵐FC 東レSC 鈴鹿FC 1-4 ち 11:20 滋賀県庁 愛就会 草津 0-1

報告：社会人連盟 報告：社会人連盟

3回戦 4/17（日） 場所 ビッグレイクA(人工芝） 役員 2回戦 4/17（日） 場所 水口スポーツの森（人工芝） 役員
準備 BIWAKO ROSAGE 片付け　ての両チーム 木幡 準備 守山侍2000 片付け　なの両チーム 杉谷

時間 審判 試合結果 時間 審判 試合結果
つ 17:10 J-FORZA BSC ROSAGE 東レSC 1-1PK2-4 と 17:10 守山侍2000 NFAC 鈴鹿FC 3-2
て 19:00 東レSC 愛就会 BSC ROSA 0-2 な 19:00 鈴鹿FC お洒落 守山侍 4-0

3回戦 4/24（日） 場所 ビッグレイクB(人工芝） 役員 3回戦 4/24（日） 場所 水口スポーツの森（人工芝） 役員
準備 BSC HIRA 片付け　ぬの両チーム 増野 準備 マッチーズFC 片付け　のの両チーム 杉谷

時間 審判 試合結果 時間 審判 試合結果
に 17:10 BSC HIRA 村田製作所 日本精石部 2-1 ね 17:10 マッチースFC サザンレイク 鈴鹿SC 3-3PK3-5

ぬ 19:00 日本精工石部 草津FCﾃﾙﾌｨｰ BSC HIRA 1-4 の 19:00 鈴鹿SC 栗東FC TOP サザンレイク 1-5

3回戦 4/29（祝） 場所 ビッグレイクA(人工芝） 役員 準々 4/29（祝） 場所 ビッグレイクB(人工芝） 役員
準備 社会人連盟/ゴール運搬のみ両チーム 杉谷 準備 社会人連盟/ゴール運搬のみ両チーム 吉田

時間 審判 試合結果 時間 審判 試合結果
① 17:10 サザンレイク BSC ROSAGE 鈴鹿FC 1-3 ③ 17:10 BSC HIRA 愛就会 守山侍 6-3
② 19:00 鈴鹿FC 栗東FC TOP BSC ROSA 1-2 ④ 19:00 守山侍2000 草津FCﾃﾙﾌｨｰ BSC HIRA 1-0

準決勝5/5（祝） 場所 ビッグレイクA(人工芝） 準決勝5/5（祝） 場所 ビッグレイクB(人工芝） 役員
準備 社会人連盟 準備 社会人連盟/ゴール運搬のみ両チーム 増田

時間 審判 時間 審判 試合結果
⑤ 17:10 BSC ROSAGE 栗東FC TOP 県協会4 1-3
⑥ 19:00 BSC HIRA 守山侍2000 県協会4 3-0

＊試合開始７０分前～マネージャーズＭＴありです。

決勝 5/8（日） 場所 ビッグレイクA(人工芝） 役員
準備 社会人連盟/ゴール運搬のみ両チーム 増田

時間 審判 試合結果
⑦ 18:00 栗東FC TOP BSC HIRA 県協会4 0-4

＊試合開始７０分前～マネージャーズＭＴありです。

報告：社会人連盟
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試合時間・タイムスケジュールについては 日時の間違えのないようにお願いします。

予備日or 5/5用 wup グランド


