
節 マッチNo kick off 会場当番 主審＆A2 ４th＆A1 記録運営 備考

1 9:30 ロゼッタ vs シュロス 佐久 MFCL MFCL
2 11:30 大町 vs 東海 セレ・レゼ アンテ アンテ 箕輪
3 13:30 佐久 vs MFCL ロゼッタ シュロス シュロス お休み
4 15:.30 セレ・レゼ vs アンテ 大町 東海 東海
5 9:30 佐久 vs ロゼッタ セレ・レゼ 箕輪 箕輪
6 11:30 アンテ vs シュロス MFCL 東海 東海 大町
7 13:30 セレ・レゼ vs 箕輪 佐久 ロゼッタ ロゼッタ お休み
8 15:.30 MFCL vs 東海 アンテ シュロス シュロス
9 9:30 大町 vs 箕輪 セレ・レゼ 東海 東海
10 11:30 佐久 vs シュロス アンテ MFCL MFCL ロゼッタ
11 13:30 セレ・レゼ vs 東海 大町 箕輪 箕輪 お休み
12 15:.30 アンテ vs MFCL 佐久 シュロス シュロス
13 9:30 セレ・レゼ vs 大町 アンテ ロゼッタ ロゼッタ
14 11:30 MFCL vs 箕輪 東海 シュロス シュロス 佐久
15 13:30 アンテ vs ロゼッタ セレ・レゼ 大町 大町 お休み
16 15:.30 東海 vs シュロス MFCL 箕輪 箕輪
17 9:30 アンテ vs 佐久 東海 ロゼッタ ロゼッタ
18 11:30 MFCL vs 大町 シュロス 箕輪 箕輪 セレ・レゼ
19 13:30 東海 vs ロゼッタ アンテ 佐久 佐久 お休み
20 15:.30 シュロス vs 箕輪 MFCL 大町 大町
21 9:30 MFCL vs セレ・レゼ シュロス 大町 大町
22 11:30 東海 vs 佐久 箕輪 ロゼッタ ロゼッタ アンテ
23 13:30 シュロス vs 大町 MFCL セレ・レゼ セレ・レゼ お休み
24 15:.30 箕輪 vs ロゼッタ 東海 佐久 佐久
25 9:30 東海 vs アンテ 箕輪 佐久 佐久
26 11:30 シュロス vs セレ・レゼ ロゼッタ 大町 大町 MFCL
27 13:30 箕輪 vs 佐久 東海 アンテ アンテ お休み
28 15:.30 ロゼッタ vs 大町 シュロス セレ・レゼ セレ・レゼ
29 9:30 シュロス vs MFCL ロゼッタ セレ・レゼ セレ・レゼ
30 11:30 箕輪 vs アンテ 大町 佐久 佐久 東海
31 13:30 ロゼッタ vs セレ・レゼ シュロス MFCL MFCL お休み
32 15:.30 大町 vs 佐久 箕輪 アンテ アンテ
33 10:30 箕輪 vs 東海 ロゼッタ MFCL MFCL シュロス
34 12:30 ロゼッタ vs MFCL 箕輪 東海 東海 お休み
35 10:30 大町 vs アンテ 佐久 セレ・レゼ セレ・レゼ
36 12:30 佐久 vs セレ・レゼ 大町 アンテ アンテ

佐久
9 日

9月11日

10月2日

芝生G

未定

セレ・レゼ

2022年 長野県女子サッカーリーグ Ver1(案)

開催日/会場 組み合わせ

7月17日 日 中スポサ8

1 日4月17日 中スポサ

3 5月8日 日 東海

4 5月15日 日 中スポサ アンテ

大町市
サッカー場

MFCL

2 4月24日 日 中スポサ 箕輪

大町

ロゼッタ

6 6月19日 日 中スポサ シュロス

7 6月26日 日
大町市
陸上競技場

5 5月22日 日 中スポサ


