
節 時　間 対戦チーム 対戦チーム 審判 　責任チーム

第1節/2節 09：30－ 10：15 　岐阜OB40 美濃FC ブリバリ40

6月26日（日） 10：20－11：05 ブリバリ40 川重シニア40 岐阜OB40 美濃FC

美並まん真ん中 11：10－11：55 美濃FC 飛騨FC40 川重シニア40

12：00－12：45 　鶉シニアＦＣ 　岐阜OB40 美濃FC

12：50－13：35 ブリバリ40 　FC GOD 東濃シニア40

13：40－14：25 　東濃シニア40 川重シニア40 飛騨FC40 　FC GOD

14：30－15：15 　鶉シニアＦＣ 飛騨FC40 　FC GOD

15：20－16：05 　東濃シニア40 　FC GOD 鶉シニアFC

第3節/4節 09：30－ 10：15 　東濃シニア40 　ブリバリ40 美濃FC

7月3日(日） 10：20－11：05 川重シニア40 美濃FC ブリバリ40 東濃シニア40

ふれ合い「X」 11：10－11：55 　鶉シニアＦＣ 　東濃シニア40 川重シニア40

人工芝 12：00－12：45 　FC GOD 　岐阜OB40 東濃シニア40

12：50－13：35 　鶉シニアＦＣ 　ブリバリ40 飛騨FC40

13：40－14：25 川重シニア40 飛騨FC40 鶉シニアFC 飛騨FC40

14：30－15：15 美濃FC 　FC GOD 岐阜OB40

15：20－16：05 　岐阜OB40 飛騨FC40 FC-GOD

第5節/6節 09：30－ 10：15 川重シニア40 　FC GOD 鶉シニアFC

10月23日（日） 10：20－11：05 　鶉シニアＦＣ 美濃FC 川重シニア40 川重シニア40

美並まん真ん中 11：10－11：55 　FC GOD 飛騨FC40 美濃FC

12：00－12：45 　東濃シニア40 　岐阜OB40 FC-GOD

12：50－13：35 　鶉シニアＦＣ 川重シニア40 ブリバリ40

13：40－14：25 　ブリバリ40 美濃FC 東濃シニア40 ブリバリ40

14：30－15：15 　東濃シニア40 飛騨FC40 岐阜OB40

15：20－16：05 　ブリバリ40 　岐阜OB40 飛騨FC40

第7節 09：30－ 10：15 　鶉シニアＦＣ 　FC GOD 川重シニア40

11月27日（日） 10：20－11：05 川重シニア40 　岐阜OB40 鶉シニアFC 鶉シニアFC

岐阜島西Ｇ 11：10－11：55 　ブリバリ40 飛騨FC40 岐阜OB40

南面 12：00－12：45 　東濃シニア40 美濃FC 飛騨FC40

12：50－13：35

13：40－14：25 岐阜OB40

14：30－15：15

15：20－16：05

2022年度　第8回岐阜県シニアサッカーリーグ（O-40）日程表

予備日として確保

予定通り消化できた場合はフレンドリーマッチを開催
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第1節/2節 09：30－ 10：15 　岐阜OB40 美濃FC ブリバリ40

6月26日（日） 10：20－11：05 ブリバリ40 川重シニア40 岐阜OB40 美濃FC

美並まん真ん中 11：10－11：55 美濃FC 飛騨FC40 川重シニア40

12：00－12：45 　鶉シニアＦＣ 　岐阜OB40 美濃FC

12：50－13：35 ブリバリ40 　FC GOD 東濃シニア40

13：40－14：25 　東濃シニア40 川重シニア40 飛騨FC40 　FC GOD

14：30－15：15 　鶉シニアＦＣ 飛騨FC40 　FC GOD

15：20－16：05 　東濃シニア40 　FC GOD 鶉シニアFC

第3節/4節 09：30－ 10：15 　東濃シニア40 　ブリバリ40 美濃FC

7月3日(日） 10：20－11：05 川重シニア40 美濃FC ブリバリ40 東濃シニア40

ふれ合い「X」 11：10－11：55 　鶉シニアＦＣ 　東濃シニア40 川重シニア40

人工芝 12：00－12：45 　FC GOD 　岐阜OB40 東濃シニア40

12：50－13：35 　鶉シニアＦＣ 　ブリバリ40 飛騨FC40

13：40－14：25 川重シニア40 飛騨FC40 鶉シニアFC 飛騨FC40

14：30－15：15 美濃FC 　FC GOD 岐阜OB40

15：20－16：05 　岐阜OB40 飛騨FC40 FC-GOD

第5節/6節 09：30－ 10：15 川重シニア40 　FC GOD 鶉シニアFC

10月23日（日） 10：20－11：05 　鶉シニアＦＣ 美濃FC 川重シニア40 川重シニア40

美並まん真ん中 11：10－11：55 　FC GOD 飛騨FC40 美濃FC

12：00－12：45 　東濃シニア40 　岐阜OB40 FC-GOD

12：50－13：35 　鶉シニアＦＣ 川重シニア40 ブリバリ40

13：40－14：25 　ブリバリ40 美濃FC 東濃シニア40 ブリバリ40

14：30－15：15 　東濃シニア40 飛騨FC40 岐阜OB40

15：20－16：05 　ブリバリ40 　岐阜OB40 飛騨FC40

第7節 09：30－ 10：15 　鶉シニアＦＣ 　FC GOD 川重シニア40

11月27日（日） 10：20－11：05 川重シニア40 　岐阜OB40 鶉シニアFC 鶉シニアFC

岐阜島西Ｇ 11：10－11：55 　ブリバリ40 飛騨FC40 岐阜OB40

南面 12：00－12：45 　東濃シニア40 美濃FC 飛騨FC40

12：50－13：35

13：40－14：25 岐阜OB40

14：30－15：15

15：20－16：05
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