
2017年度　山口県シニアサッカーリーグ日程表 

No. 月日 レフェリー担当チーム 会場 会場運営 

9:30 ～ 山口ダックス40 vs バレイン下関40 防府ヤンソレーズ 

10:30 ～ 防府ヤンソレーズ40 vs カバジェロス岩国40 バレイン下関 

11:40 ～ 山口ダックス50 vs 周防シニア カバジェロス岩国 

12:40 ～ カバジェロス岩国60 vs 山口60雀 山口ダックス 

13:50 ～ 防府ヤンソレーズ50 vs ブルービアード50 周防シニア 

14:50 ～ ブルービアード40 vs 常盤クラブ 山口ダックス 

9:30 ～ カバジェロス岩国40 vs 山口ダックス40 防府ヤンソレーズ 

10:30 ～ ブラックダイヤモンズ vs カバジェロス岩国60 ブルービアード 

11:40 ～ カバジェロス岩国50 vs 防府ヤンソレーズ50 山口ダックス40 

12:40 ～ 防府ヤンソレーズ40 vs バレイン下関40 FC美祢 

13:50 ～ FC美祢 vs GALAXY GALAXY 

14:50 防府ヤンソレーズ 

9:30 ～ 山口ダックス40 vs 常盤クラブ GALAXY 

10:40 ～ カバジェロス岩国50 vs 山口ダックス50 周防シニア 

11:50 ～ GALAXY vs カバジェロス岩国40 防府ヤンソレーズ 

12:50 ～ 山口県60雀 vs ブラックダイヤモンズ 山口ダックス 

13:50 ～ 周防シニア vs 防府ヤンソレーズ50 カバジェロス岩国 

14:50 ～ 防府ヤンソレーズ40 vs FC美祢 山口ダックス 

9:30 ～ 山口ダックス50 vs 周防シニア カバジェロス岩国 

10:30 ～ ブルービアード40 vs 山口ダックス40 防府ヤンソレーズ 

11:50 ～ バレイン下関 vs 常盤クラブ 山口ダックス 

12:50 ～ 防府ヤンソレーズ40 vs GALAXY ブルービアード 

14:00 ～ FC美祢 vs カバジェロス岩国40 バレイン下関 

9:30 ～ カバジェロス岩国40 vs バレイン下関40 山口ダックス 

10:30 ～ 周防シニア vs カバジェロス岩国50 ブルービアード 

11:50 ～ 防府ヤンソレーズ40 vs 山口ダックス40 GALAXY 

12:50 ～ 山口ダックス50 vs ブルービアード50 常盤クラブ 

14:00 ～ GALAXY vs ブルービアード40 防府ヤンソレーズ 

15:10 ～ 常盤クラブ vs FC美祢 GALAXY 

9:30 ～ バレイン下関 vs FC美祢 常盤クラブ 

10:30 ～ カバジェロス岩国50 vs ブルービアード50 バレイン下関 

11:50 ～ 防府ヤンソレーズ40 vs 常盤クラブ FC美祢 

12:50 ～ 山口ダックス50 vs 防府ヤンソレーズ50 ブルービアード 

14:00 ～ ブルービアード40 vs カバジェロス岩国40 バレイン下関 

9:30 ～ 山口ダックス50 vs ブルービアード50 GALAXY 

10:30 ～ 常盤クラブ vs GALAXY FC美祢 

11:50 ～ カバジェロス岩国50 vs 周防シニア ブルービアード 

12:50 ～ FC美祢 vs ブルービアード40 常盤クラブ 

9:30 ～ カバジェロス岩国50 vs 山口ダックス50 ブルービアード 

10:30 ～ 山口ダックス40 vs GALAXY カバジェロス岩国 

11:50 ～ 防府ヤンソレーズ50 vs ブルービアード50 常盤クラブ 

12:50 ～ ブラックダイヤモンズ vs カバジェロス岩国60 山口ダックス 

14:00 ～ 常盤クラブ vs カバジェロス岩国40 防府ヤンソレーズ 

9:30 ～ バレイン下関 vs ブルービアード40 FC美祢 

10:30 ～ 防府ヤンソレーズ50 vs カバジェロス岩国50 山口ダックス 

11:50 ～ 山口県60雀 vs ブラックダイヤモンズ バレイン下関 

12:50 ～ 山口ダックス40 vs FC美祢 防府ヤンソレーズ 

14:00 ～ ブルービアード50 vs 周防シニア 山口60雀、BD 

9:30 ～ カバジェロス岩国50 vs ブルービアード50 バレイン下関 

10:40 ～ バレイン下関 vs GALAXY 防府ヤンソレーズ 

11:40 ～ カバジェロス岩国60 vs 山口県60雀 ブルービアード 

13:00 ～ 周防シニア vs 防府ヤンソレーズ50 GALAXY 

14:00 ～ 防府ヤンソレーズ40 vs ブルービアード40 周防シニア 

9:30 ～ ブルービアード50 vs 周防シニア 山口ダックス 

11:00 ～ 山口ダックス50 vs 防府ヤンソレーズ50 ブルービアード 

vs

vs 予備を含む 

vs 

10 2017/11/12 
県立おのだサッ 
カー交流公園 

周防シニア 

11 2017/11/19 
県立おのだサッ 
カー交流公園 

ブルービアード 

8 2017/9/10 
県立おのだサッ 
カー交流公園 

常盤クラブ 

9 2017/10/29 
山口サッカー交 
流広場（徳地） 

FC美祢 

6 2017/7/23 
県立おのだサッ 
カー交流公園 

バレイン下関 

7 2017/8/20 
県立おのだサッ 
カー交流公園 

ブルービアード 

4 2017/6/25 玖珂運動公園 
カバジェロス岩 

国 

5 2017/7/2 
県立おのだサッ 
カー交流公園 

GALAXY 

2 2017/5/7 
山口サッカー交 
流広場（徳地） 

防府 
ヤンソレーズ 

3 2017/6/11 
山口サッカー交 
流広場（徳地） 

山口ダックス 

試合開始時間 対戦カード 

1 2017/4/23 
県立おのだサッ 
カー交流公園 

山口ダックス


