
全体総括 (A担当：熊毛南高校) H29.4.04現在 

節 月　　日 曜 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 時間 審判・記録 運営担当 

13:00 熊毛南高校 徳山大学 高川学園 

15:00 萩レディース 高川学園 熊毛南高校 

13:00 徳山大学 萩レディース 熊毛南高校 

15:00 FC　REVO 熊毛南高校 徳山大学 

15:00 高川学園 熊毛南高校 FC　REVO 

17:00 FC　REVO 徳山大学 高川学園 

10:00 FC　REVO 高川学園 萩レディース 

12:00 熊毛南高校 萩レディース FC　REVO 

13:00 萩レディース FC　REVO 徳山大学 

15:00 徳山大学 高川学園 萩レディース 

※各日程とも、審判と記録は同一チームが行います。 

徳山大学 

4 6月11日 日 高川学園 FC　REVO 

2 

3 5月20日 土 徳山大学 高川学園 

5月7日 日 
きらら博記念公園 

サッカーラグビー場 

5 6月25日 日 
きらら博記念公園 

サッカーラグビー場 萩レディース 

山口県女子サッカーリーグ(A)日程表 

防府西高校(二木) 

対戦 

1 4月30日 日 
周防大島町 
陸上競技場 

熊毛南高校



全体総括 (Bリーグ担当：レノファ山口FC　レディースU18) H29.4.04現在 

節 月　　日 曜 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 時間 審判・記録 運営担当 

12:00 小郡FC サビエル高校 山口ウイングス 

14:00 レノファU-18 山口ウイングス 防府西高校 

5月14日 日 
やまぐち 

サッカー交流広場 
9:45 山口ウイングス 小郡FC ケーツーなでしこ 山口ウイングス 

7月9日 日 防府西高校 12:00 サビエル高校 FC　RE'VE トルシーダ宇部 防府西高校 

13:00 サビエル高校 レノファU-18 小郡FC 

15:00 FC　RE'VE 小郡FC サビエル高校 

未定 レノファU-18 FC　RE'VE サビエル高校 

未定 サビエル高校 山口ウイングス レノファU-18 

14:00 FC　RE'VE 山口ウイングス レノファU-18 

16:00 小郡FC レノファU-18 FC　RE'VE 

※各日程とも、審判と記録は同一チームが行います。 

山口県女子サッカーリーグ(B)日程表 

対戦 

1 4月30日 日 防府西高校 防府西高校 

防府西高校(二木) 

2 

サビエル高校 3 5月21日 日 
高千帆 

運動広場 

5 6月25日 日 
周南市 

陸上競技場 
FC　RE'VE 

4 6月11日 日 未定 レノファU-18



全体総括 (Cリーグ担当：防府西高校) H29.4.04現在 

節 月　　日 曜 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 時間 審判・記録 運営担当 

4月30日 日 防府西高校 10:00 防府西高校 大和撫子 小郡FC 防府西高校 

5月14日 日 
やまぐち 

サッカー交流広場 
11:45 ケーツーなでしこ トルシーダ宇部 山口ウイングス 山口ウイングス 

10:00 トルシーダ宇部 大和撫子 ケーツーなでしこ 

12:00 防府西高校 ケーツーなでしこ トルシーダ宇部 

10:00 防府西高校 トルシーダ宇部 FC　RE'VE 

14:00 大和撫子 ケーツーなでしこ 防府西高校 

※各日程とも、審判と記録は同一チームが行います。 

防府西高校 

山口県女子サッカーリーグ(C)日程表 

防府西高校(二木) 

対戦 

1 

2 6月11日 日 防府西高校 

3 7月9日 日 防府西高校 防府西高校



全体総括 防府西高校(二木) (A担当：熊毛南高校、B担当：レノファ山口FC　レディースU18、C担当：防府西高校) H29.4.04現在 

月　　日 曜 リーグ 節 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 時間 審判・記録 運営担当 

13:00 熊毛南高校 徳山大学 高川学園 

15:00 萩レディース 高川学園 熊毛南高校 

C 1 10:00 防府西高校 大和撫子 小郡FC 

12:00 小郡FC サビエル高校 山口ウイングス 

14:00 レノファU-18 山口ウイングス 防府西高校 

13:00 徳山大学 萩レディース 熊毛南高校 

15:00 FC　REVO 熊毛南高校 徳山大学 

B 2 9:45 山口ウイングス 小郡FC ケーツーなでしこ 

C 1 11:45 ケーツーなでしこ トルシーダ宇部 山口ウイングス 

15:00 高川学園 熊毛南高校 FC　REVO 

17:00 FC　REVO 徳山大学 高川学園 

13:00 サビエル高校 レノファU-18 小郡FC 

15:00 FC　RE'VE 小郡FC サビエル高校 

10:00 FC　REVO 高川学園 萩レディース 

12:00 熊毛南高校 萩レディース FC　REVO 

10:00 レノファU-18 FC　RE'VE サビエル高校 

12:00 サビエル高校 山口ウイングス レノファU-18 

10:00 トルシーダ宇部 大和撫子 ケーツーなでしこ 

12:00 防府西高校 ケーツーなでしこ トルシーダ宇部 

13:00 萩レディース FC　REVO 徳山大学 

15:00 徳山大学 高川学園 萩レディース 

14:00 FC　RE'VE 山口ウイングス レノファU-18 

16:00 小郡FC レノファU-18 FC　RE'VE 

C 3 10:00 防府西高校 トルシーダ宇部 FC　RE'VE 

B 2 12:00 サビエル高校 FC　RE'VE トルシーダ宇部 

C 3 14:00 大和撫子 ケーツーなでしこ 防府西高校 

※各日程とも、審判と記録は同一チームが行います。 

日 

6月25日 日 

A 

6月11日 日 

A 

B 

5月21日 日 

5月14日 日 

5月7日 

山口県女子サッカー 前期リーグ(A/B/C)日程表 

周防大島町 
陸上競技場 

熊毛南高校 

4月30日 日 

A 1 

対戦 

B 1 

防府西高校 

7月9日 日 防府西高校 防府西高校 

徳山大学 高川学園 5月20日 土 A 3 

周南市 
陸上競技場 

FC　RE'VE 5 B 

レノファU-18 

C 

高川学園 FC　REVO 4 

きらら博記念公園 
サッカーラグビー場 

萩レディース 5 

2 防府西高校 防府西高校 

4 
山口市 

南部運動広場 

山口ウイングス 

防府西高校 

B 3 
高千帆 

運動広場 
サビエル高校 

きらら博記念公園 
サッカーラグビー場 

徳山大学 

やまぐち 
サッカー交流広場 

A 2


