
H30年8月26日

備前地区サッカーリーグ      平成30年度後期日程表          
(1/2頁)

月日 会場 開始 区分 対戦チーム 対戦チーム 運営 主審 副審 副審 会場責任者 備考

902 当新田 13:00 1 瀬戸エスカルゴ 操南FC ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山     八洲倶楽部 八洲倶楽部 ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山 清原:ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山設営 瀬戸エスカルゴ&操南FC

(岡山県サッカー協会) 14:30 2A 八洲倶楽部 ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山 フレスコ     フェニックス フェニックス フレスコ 小原:フレスコ

16:00 1 フェニックス フレスコ 操南FC     瀬戸エスカルゴ瀬戸エスカルゴ操南FC 田村:操南FC 撤去 フェニックス&フレスコ

909 キリンビール 9:30 2B 備前コスモス FCムサシ 岡山県庁     エール エール 岡山県庁 桑原:岡山県庁 設営 備前コスモス&FCムサシ

(備前リーグ) 11:00 1 エール 岡山県庁 FCムサシ     備前コスモス 備前コスモス FCムサシ 嘉屋:備前コスモス撤去 エール&岡山県庁

御津 14:30 1 ばかんすプラス YNMFC レッドバレット    ＳＳ岡山 ＳＳ岡山 レッドバレット横溝:レッドバレット設営 ばかんすプラス&YNMFC

(両備システムズ) 16:00 2B ＳＳ岡山 レッドバレット YNMFC     ばかんすプラスばかんすプラスYNMFC 好長:YNMFC 撤去 SS岡山&ﾚｯﾄﾞﾊﾞﾚｯﾄ

916 当新田 13:00 1 岡山県庁 光南台FC DマスターズOB     ねぶちクラブ ねぶちクラブ DマスターズOB 橋本:DマスターズOB設営 岡山県庁&光南台FC

(岡山県サッカー協会) 14:30 2B DマスターズOB ねぶちクラブ YNMFC     西大寺FC 西大寺FC YNMFC 平井:YNMFC

16:00 1 西大寺FC YNMFC 光南台FC     岡山県庁 岡山県庁 光南台FC 野村:光南台FC 撤去 西大寺FC&YNMFC

玉野SC球技場 11:00 2A 両備システムズ ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山 フレスコ     瀬戸エスカルゴ瀬戸エスカルゴフレスコ 小原:フレスコ 設営 両備ｼｽﾃﾑｽﾞ&ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山

(備前リーグ) 12:30 1 瀬戸エスカルゴ フレスコ ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山     両備システムズ両備システムズｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山 井上:両備システムズ撤去 瀬戸エスカルゴ&フレスコ

923 当新田 13:00 1 フェニックス ばかんすプラス リベルタ     まんでがん まんでがん リベルタ 吉崎:まんでがん 設営 ﾌｪﾆｯｸｽ&ばかんすﾌﾟﾗｽ

(岡山県サッカー協会) 14:30 2B まんでがん リベルタ ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山     児島FC 児島FC ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山 清原:ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山

16:00 2A 児島FC ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山 ばかんすプラス    フェニックス フェニックス ばかんすプラス万代:ばかんすプラス撤去 児島FC&ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山

玉野SC球技場 11:00 2B ＳＳ岡山 FCムサシ 両備システムズ    みさおやまｸﾗﾌﾞみさおやまｸﾗﾌﾞ両備システムズ井上:両備ｼｽﾃﾑｽﾞ 設営 SS岡山&FCムサシ

(備前リーグ) 12:30 2A みさおやまｸﾗﾌﾞ 両備システムズ FC御津     岡山県警 岡山県警 FC御津 安信:FC御津

14:00 2A 岡山県警 FC御津 FCムサシ     ＳＳ岡山 ＳＳ岡山 FCムサシ 原田:FCムサシ 撤去 岡山県警&FC御津

930 キリンビール 9:30 2B 備前コスモス レッドバレット 両備システムズ    岡山県警 岡山県警 両備システムズ井上:両備ｼｽﾃﾑｽﾞ 設営 備前ｺｽﾓｽ&ﾚｯﾄﾞﾊﾞﾚｯﾄ

(備前リーグ) 11:00 2A 両備システムズ 岡山県警 レッドバレット    備前コスモス 備前コスモス レッドバレット嘉屋:備前コスモス撤去 両備ｼｽﾃﾑｽﾞ&岡山県警

小串 13:00 1 フレスコ 光南台FC 児島FC     FCランダム FCランダム 児島FC 茂成:児島FC 設営 フレスコ&光南台FC

(両備システムズ) 14:30 2A FCランダム 児島FC エール     操南FC 操南FC エール 寺井:エール

16:00 1 操南FC エール フレスコ     光南台FC 光南台FC フレスコ 野村:光南台FC 撤去 操南FC&エール

玉野SC球技場 10:00 2B ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山 ＳＳ岡山 FCトルーパー     FC御津 FC御津 FCトルーパー 佐藤:FCトルーパー設営 ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山&SS岡山

(備前リーグ) 11:30 2A FC御津 FCトルーパー ＳＳ岡山     ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山 ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山 ＳＳ岡山 工藤:ＳＳ岡山

13:00 2B まんでがん DマスターズOB 八洲倶楽部     みさおやまｸﾗﾌﾞみさおやまｸﾗﾌﾞ八洲倶楽部 坂上:八洲倶楽部

14:30 2A みさおやまｸﾗﾌﾞ 八洲倶楽部 DマスターズOB     まんでがん まんでがん DマスターズOB 吉崎:まんでがん 撤去 みさおやまｸﾗﾌﾞ&八洲倶楽部

1007 キリンビール 9:30 1 エール 瀬戸エスカルゴ FCムサシ     ねぶちクラブ ねぶちクラブ FCムサシ 原田:FCムサシ 設営 エール&瀬戸エスカルゴ

(備前リーグ) 11:00 2B ねぶちクラブ FCムサシ 瀬戸エスカルゴ    エール エール 瀬戸エスカルゴ赤井:瀬戸エスカルゴ撤去 ねぶちクラブ&FCムサシ

浅越 10:00 1 YNMFC 岡山県庁 フェニックス     西大寺FC 西大寺FC フェニックス 梶房:西大寺FC 設営 YNMFC&岡山県庁

(未定) 11:30 1 西大寺FC フェニックス ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山     FCランダム FCランダム ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山 大村:FCランダム

13:00 2A FCランダム ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山 岡山県庁     YNMFC YNMFC 岡山県庁 桑原:岡山県庁 撤去 FCﾗﾝﾀﾞﾑ&ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山

1014 キリンビール 9:30 2A FC御津 八洲倶楽部 ばかんすプラス    フレスコ フレスコ ばかんすプラス小原:フレスコ 設営 FC御津&八洲倶楽部

(備前リーグ) 11:00 1 フレスコ ばかんすプラス 八洲倶楽部     FC御津 FC御津 八洲倶楽部 坂上:八洲倶楽部 撤去 ﾌﾚｽｺ&ばかんすﾌﾟﾗｽ

浅越 10:00 1 光南台FC 操南FC みさおやまｸﾗﾌﾞ    FCトルーパー FCトルーパー みさおやまｸﾗﾌﾞ黒住:みさおやまｸﾗﾌﾞ設営 光南台FC&操南FC

(未定) 11:30 2A FCトルーパー みさおやまｸﾗﾌﾞ 操南FC     光南台FC 光南台FC 操南FC 野村:光南台FC

13:00 2B 備前コスモス ねぶちクラブ レッドバレット    リベルタ リベルタ レッドバレット横溝:レッドバレット

14:30 2B リベルタ レッドバレット ねぶちクラブ     備前コスモス 備前コスモス ねぶちクラブ 嘉屋:備前コスモス撤去 リベルタ&ﾚｯﾄﾞﾊﾞﾚｯﾄ

1021 キリンビール 10:00 1 西大寺FC 瀬戸エスカルゴ ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山     みさおやまｸﾗﾌﾞみさおやまｸﾗﾌﾞｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山 清原:ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山設営 西大寺FC&瀬戸ｴｽｶﾙｺﾞ

(備前リーグ) 11:30 2A みさおやまｸﾗﾌﾞ ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山 瀬戸エスカルゴ    西大寺FC 西大寺FC 瀬戸エスカルゴ梶房:西大寺FC

13:00 2A FCトルーパー 児島FC フェニックス     岡山県庁 岡山県庁 フェニックス 藤本:フェニックス

14:30 1 岡山県庁 フェニックス 児島FC     FCトルーパー FCトルーパー 児島FC 茂成:児島FC 撤去 岡山県庁&ﾌｪﾆｯｸｽ

長船河川敷 11:30 2B リベルタ ＳＳ岡山 エール     YNMFC YNMFC エール 寺井:エール 設営 リベルタ&ＳＳ岡山

(備前リーグ) 13:00 1 YNMFC エール 岡山県警     FCランダム FCランダム 岡山県警 今中:岡山県警

14:30 2A FCランダム 岡山県警 リベルタ     ＳＳ岡山 ＳＳ岡山 リベルタ 前田:リベルタ 撤去 FCランダム&岡山県警

1028 長船河川敷 10:00 1 ばかんすプラス 光南台FC 備前コスモス     まんでがん まんでがん 備前コスモス 嘉屋:備前コスモス設営 ばかんすﾌﾟﾗｽ&光南台FC

(備前リーグ) 11:30 2B まんでがん 備前コスモス 光南台FC     ばかんすプラスばかんすプラス光南台FC 野村:光南台FC

13:00 2B ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山 レッドバレット エール     フレスコ フレスコ エール 寺井:エール

14:30 1 フレスコ エール レッドバレット    ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山 ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山 レッドバレット長谷川:ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山撤去 フレスコ&エール

1104 キリンビール 9:30 2B 備前コスモス リベルタ 西大寺FC     光南台FC 光南台FC 西大寺FC 梶房:西大寺FC 設営 備前コスモス&リベルタ

(備前リーグ) 11:00 1 光南台FC 西大寺FC 岡山県庁     操南FC 操南FC 岡山県庁 桑原:岡山県庁

12:30 1 操南FC 岡山県庁 リベルタ     備前コスモス 備前コスモス リベルタ 嘉屋:備前コスモス撤去 操南FC&岡山県庁

未定 2B ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山 DマスターズOB FCランダム     両備システムズ両備システムズFCランダム 井上:両備ｼｽﾃﾑｽﾞ 設営 ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山&DﾏｽﾀｰｽﾞOB

2A 両備システムズ FCランダム FCトルーパー     八洲倶楽部 八洲倶楽部 FCトルーパー 佐藤:FCトルーパー

2A 八洲倶楽部 FCトルーパー DマスターズOB     ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山 ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山 DマスターズOB 長谷川:ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山撤去 八洲倶楽部&FCﾄﾙｰﾊﾟｰ

1111 キリンビール 9:30 1 瀬戸エスカルゴ フェニックス みさおやまｸﾗﾌﾞ    FC御津 FC御津 みさおやまｸﾗﾌﾞ黒住:みさおやまｸﾗﾌﾞ設営 瀬戸ｴｽｶﾙｺﾞ&ﾌｪﾆｯｸｽ

(備前リーグ) 11:00 2A FC御津 みさおやまｸﾗﾌﾞ フェニックス     瀬戸エスカルゴ瀬戸エスカルゴフェニックス 赤井:瀬戸エスカルゴ撤去 FC御津&みさおやまｸﾗﾌﾞ

長船河川敷 13:30 2B ねぶちクラブ レッドバレット リベルタ     FCムサシ FCムサシ リベルタ 前田:リベルタ 設営 ねぶちｸﾗﾌﾞ&ﾚｯﾄﾞﾊﾞﾚｯﾄ

(備前リーグ) 15:00 2B リベルタ FCムサシ レッドバレット    ねぶちクラブ ねぶちクラブ レッドバレット宮内:ねぶちｸﾗﾌﾞ 撤去 リベルタ&FCムサシ

1118 長船河川敷 13:30 2A 岡山県警 FCトルーパー FCムサシ     DマスターズOB DマスターズOB FCムサシ 原田:FCムサシ 設営 岡山県警&FCトルーパー

(備前リーグ) 15:00 2B DマスターズOB FCムサシ FCトルーパー     岡山県警 岡山県警 FCトルーパー 佐藤:FCトルーパー撤去 DマスターズOB&FCムサシ

岡山西部公園(芝) 10:00 2B ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山 まんでがん FC御津     両備システムズ両備システムズFC御津 井上:両備ｼｽﾃﾑｽﾞ 設営 ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山&まんでがん

(備前リーグ) 11:30 2A 両備システムズ FC御津 西大寺FC     ばかんすプラスばかんすプラス西大寺FC 梶房:西大寺FC

13:00 1 ばかんすプラス 西大寺FC まんでがん     ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山 ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ岡山 まんでがん 吉崎:まんでがん 撤去 ばかんすﾌﾟﾗｽ&西大寺FC

1125 長船河川敷 10:00 2A FCトルーパー ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山 ねぶちクラブ     まんでがん まんでがん ねぶちクラブ 吉崎:まんでがん 設営 FCﾄﾙｰﾊﾟｰ&ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山

(備前リーグ) 11:30 2B まんでがん ねぶちクラブ ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山     FCトルーパー FCトルーパー ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山 清原:ｸﾞﾗﾝｼｱｰﾉ岡山

13:00 2A 八洲倶楽部 FCランダム 岡山県警     児島FC 児島FC 岡山県警 今中:岡山県警

14:30 2A 児島FC 岡山県警 FCランダム     八洲倶楽部 八洲倶楽部 FCランダム 大村:FCランダム 撤去 児島FC&岡山県警

1. 主審担当者は各チームにて選任して下さい。ただし、記録用紙へのチーム名と氏名の記載およびサインは今まで通りとします。

2. 会場名下部に会場予約団体名を記載しています。カギの受け取り時等に使用してください。

3. 会場(グランド)名称 当新田　　      ：当新田サッカー場

小串　　        ：小串スポーツ広場

キリンビール　　：キリンビール岡山工場グランド

長船河川敷　　  ：長船河川敷サッカー場(長船カントリークラブ)

御津　　　　　　：御津スポーツパーク

浅越　　　　　　：浅越スポーツパーク

岡山西部公園(芝)：岡山操車場跡地グランド 自由広場
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【運営規定等】

■　試合時間は７０分（３５分ハーフ）とし、ハーフタイムのインターバル（前半終了から後半開始までの時間）は５分とする。

■　各試合の登録は１８名以下とし、最大７名を交代要員として登録できる。登録された交代要員の内、５名の交代が認められ、一度退いた競技者は再び出場

　　することはできない。また、メンバー表へ記載している監督、選手、マネージャー、チームスタッフ以外の者は、チームベンチへ入ることはできない。

■　試合開始時刻の３０分前までにメンバー表を本部席の記録担当者へ提出する。

■　９月に行う試合については、原則「飲水タイム」を適用する。ゲーム前後半それぞれの中間の時間帯に１分程度の飲水タイムを設ける。なお、飲水タイム

　　は、アディショナル（ロス）タイムとして扱う。

■　選手証による選手本人確認について

　　① 審判あるいは運営担当者は、試合開始前および選手交代時に、各チームがKICKOFFシステムより事前に印刷した「登録選手一覧(写真付き)」を元に選手

　　   の本人確認を実施する。

　　② 「登録選手一覧(写真付き)」は印刷したものを使うことを原則とするが、何らかの事由により紙の登録選手一覧が無い場合は、スマートホン、タブレ

       ットPC、ノートパソコンへ出力(表示)させ、選手確認を行うことも認める。

　　③ 選手登録時は必ず登録選手の写真をアップロードすること。上記登録選手一覧に写真が登録されていない選手は、試合出場(メンバー登録)ができない。

　　　 運転免許証等での選手確認も不可とする。

【設営・撤去】

１.第１試合の日程表の左側にあるチームがカギを管理事務所に取りに行く。

２.第１試合の２チームが石灰を各チーム一袋用意して、ラインを引き、ゴール設置、コーナーフラッグ設置、チームベンチ(２ヶ所)設置を行う。百間川サＢ

　 とサラＢは倉庫にする。ある石灰を使用する。

３.撤去はその会場の最終試合の２チームで行う。

【運営チームの役割】

１.第１試合の運営担当チームは試合開始３０分前までに本部席を設置する。

２.試合の記録を３人以上で正確に行う。

　 ① 先発登録選手および交代登録選手が正しく記録用紙に記載されているか確認を行う。

　 ② チームより選手交代の申請があった場合、選手証および正しく交代要員登録されている選手か確認を行う。

　 ③ 主審は、先発登録選手および交代登録選手を審判カードへ記載し、選手交代申請があった場合、正しく交代要員登録されている選手か確認を行う。

３.試合中ボールが場外に出たら、主審の指示により、予備球を渡し、場外に出たボールを取りに行く。

４.試合終了後、得点及び警告退場を主審に確認し、記録用紙に主審、会場責任者、運営チーム責任者、および試合該当チームの責任者にサインをもらい次の

　 運営に引き継ぐ。なお、サインについては必ずチーム名と氏名(フルネーム)を記入すること。

５.最終試合終了後、本部席を撤去し付近を掃除する。また記録用紙は最終試合の会場責任者に提出する。

【会場責任者の役割】

１.会場の設営が円滑に行われるよう指示する。

２.試合開始15分前に主審・副審及び記録担当者を確認し、記録用紙にチーム名、選手名、主審、副審、運営責任者、記録者、会場責任者が正しく記入できて

　 いるか確認する。また、主審、副審の審判証の確認、および、審判員によるミーティングを行うよう主審へ確認を行う。

３.試合中は記録が正確に行われるよう監督・指導する。また、試合中に異常があれば、主審へハーフタイムもしくは試合終了後に報告する。

４.担当試合について、ゴミの持ち帰り、グランド敷地内禁煙、正しい車の駐車等、ルールを守れないチームがあれば、注意を行う。

５.試合終了後は記録が正確に行われているか確認をする。また、記録用紙を最終試合の会場責任者へ確実に引き継ぐこと。

６.最終試合終了後は会場の撤去の指示をし、必要な所には施錠し、ごみ等の確認をし、鍵等返却すべき物は返却し退場する。

７.最終試合の会場責任者は、試合結果を当日の午後６時までに山陽新聞社運動部へ報告する。

８.最終試合の会場責任者は、試合結果を当日の午後７時までに備前リーグHP担当吉崎へ報告する。

９.最終試合の会場責任者は、全記録用紙を記録担当の梶房　譲へ2日以内に郵便にて発送する。メンバー表、交替用紙は不要。

10.会場で問題等があった場合は文書で審判委員長の三宅　孝に報告する。


