
１回戦 H26年3月23日（日）

会場 ビッグレイクA

準備 県協会社会人連盟 山内

時間 審判 試合結果
ア 17:00 BSC HIRA BSC NEXT SFC
イ 19:00 SFC TOP オールサウスSC HIRA

**************************************************************************************************************

１回戦 H26年3月30日（日） １回戦 H26年3月30日（日）

会場 ビッグレイクB 会場 ルネスグリーンフィールド

準備 県協会社会人連盟 吉田 準備 県協会社会人連盟　ルネス学園甲賀 城山

時間 審判 試合結果 時間 審判 試合結果
ウ 17:10 守山侍2000 ヴィオラSS 栗東 オ 9:30 ﾚｲｼﾞｪﾝﾄﾞﾈｸｽﾄ 草津FCﾃﾙﾌｨｰ FORZA
エ 19:10 栗東FC FCｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰ 守山侍 カ 11:20 J-FORZA TOP 甲賀クラブ ﾚｲｼﾞｪﾝﾄﾞ

キ 13:10 ルネス学園甲賀 晴嵐FC ROSAGE
ク 15:00 BSC ROSAGE NFAC ルネス

１回戦 H26年3月30日（日） １回戦 H26年3月30日（日）

会場 布引運動公園グランド 会場 安土文芸の里グランド

準備 県協会社会人連盟　 杉谷 準備 県協会社会人連盟 増田

時間 審判 試合結果 時間 審判 試合結果
ケ 9:30 チームビジネス 河西FC 村田 ス 9:30 日本精工石部 滋賀県庁 ﾏｯﾁｰｽﾞ
コ 11:20 村田製作所野洲 ｈｉ－ｌｉｔｅ ビジネス セ 11:20 マッチーズFC お洒落 滋賀銀
サ 13:10 鈴鹿FC アリーバ甲賀 愛蹴会 ソ 13:10 暁クラブ 滋賀銀行 東レ
シ 15:00 愛蹴会 FC TIKI 鈴鹿 タ 15:00 FC八幡 東レSC 暁

**************************************************************************************************************

２回戦 H26年4月6日（日） ２回戦 H26年4月6日（日）

会場 ビッグレイクA 会場 ビッグレイクB

準備 県協会社会人連盟 未定 準備 県協会社会人連盟 未定

時間 審判 試合結果 時間 審判 試合結果
チ 13:00 アの勝者 サの勝者 イの勝者 ト 10:00 エの勝者 コの勝者 オの勝者
ツ 15:00 イの勝者 シの勝者 アの勝者 ナ 12:00 オの勝者 ソの勝者 エの勝者
テ 17:00 ウの勝者 セの勝者 シの勝者 ニ 14:00 カの勝者 ケの勝者 キの勝者

ヌ 16:00 キの勝者 タの勝者 カの勝者
ネ 18:00 クの勝者 スの勝者 タの勝者

**************************************************************************************************************

会場 ビッグレイクA 会場 ビッグレイクB

準備 県協会社会人連盟 未定 準備 県協会社会人連盟 未定

時間 審判 試合結果 時間 審判 試合結果
ノ 17:10 ナの勝者 ヌの勝者 チの勝者 ヒ 17:10 テの勝者 ツの勝者 ネの勝者
ハ 19:10 チの勝者 ニの勝者 ヌの勝者 フ 19:10 ネの勝者 トの勝者 テの勝者

**************************************************************************************************************

会場 ビッグレイクA

準備 県協会社会人連盟 山本

時間 審判 試合結果
① 13:30 ハの勝者 フの勝者 県協会４
② 16:00 ノの勝者 ヒの勝者 県協会４

**************************************************************************************************************

会場 ビッグレイクA

準備 県協会社会人連盟 山本

時間 審判 試合結果
③ 18:00 ①の勝者 ②の勝者 県協会４

報告：社会人連盟

※主審のみ県協会より派遣 ※主審のみ県協会より派遣

※７０分前マッチミーティング実施

※７０分前マッチミーティング実施

準決勝 H26年4月20日（日）

対戦相手

決勝 H26年4月27日（日）

報告：社会人連盟

対戦相手 対戦相手

対戦相手

報告：社会人連盟

報告：社会人連盟

報告：社会人連盟

対戦相手

対戦相手対戦相手

準々決勝 準々決勝 H26年4月13日（日）H26年4月13日（日）

報告：社会人連盟

対戦相手

報告：社会人連盟

報告：社会人連盟

報告：社会人連盟

報告：社会人連盟

試合時間・場所・日程表

対戦相手

対戦相手対戦相手

報告：社会人連盟


