
節 開　催　地 時　間 主審/第４審

坂井市 9:00 大野ＦＣ － セレソン福井 プエルトーレ敦賀 福井ＫＳＣ ２名

三国運動公園 11:15 福井ＫＳＣ － プエルトーレ敦賀 大野ＦＣ セレソン福井 ２名

人工芝グラウンド 13:30 福井工大ＦＣ － 今立クラブ ＧＥＯＭＩＸ丸岡 ＣＣ’ＢＯＹＳ ２名

15:45 ＧＥＯＭＩＸ丸岡 － ＣＣ’ＢＯＹＳ 今立クラブ 福井工大ＦＣ ２名

大野市 9:00 プエルトーレ敦賀 － ＧＥＯＭＩＸ丸岡 ＣＣ’ＢＯＹＳ 大野ＦＣ ２名

奥越ふれあい公園 11:15 大野ＦＣ － ＣＣ’ＢＯＹＳ プエルトーレ敦賀 ＧＥＯＭＩＸ丸岡 ２名

陸上競技場 13:30 セレソン福井 － 福井工大ＦＣ 福井ＫＳＣ 今立クラブ ２名

15:45 今立クラブ － 福井ＫＳＣ セレソン福井 福井工大ＦＣ ２名

坂井市 9:00 プエルトーレ敦賀 － 大野ＦＣ 今立クラブ ＧＥＯＭＩＸ丸岡 ２名

日東ｼﾝｺｰｽﾀｼﾞｱﾑ 11:15 ＧＥＯＭＩＸ丸岡 － 今立クラブ 大野ＦＣ プエルトーレ敦賀 ２名

丸岡人工芝 13:30 セレソン福井 － 福井ＫＳＣ 福井工大ＦＣ ＣＣ’ＢＯＹＳ ２名

グラウンド 15:45 ＣＣ’ＢＯＹＳ － 福井工大ＦＣ 福井ＫＳＣ セレソン福井 ２名

越前市 9:00 福井ＫＳＣ － ＣＣ’ＢＯＹＳ 大野ＦＣ 今立クラブ ２名

武生特殊鋼材 11:15 今立クラブ － 大野ＦＣ 福井ＫＳＣ ＣＣ’ＢＯＹＳ ２名

ドリームサッカー場 13:30 福井工大ＦＣ － プエルトーレ敦賀 ＧＥＯＭＩＸ丸岡 セレソン福井 ２名

15:45 ＧＥＯＭＩＸ丸岡 － セレソン福井 福井工大ＦＣ プエルトーレ敦賀 ２名

9:00 福井工大ＦＣ － 福井ＫＳＣ ＣＣ’ＢＯＹＳ セレソン福井 ２名

福井市 11:15 セレソン福井 － ＣＣ’ＢＯＹＳ 福井工大ＦＣ 福井ＫＳＣ ２名

県営サッカー場 13:30 大野ＦＣ － ＧＥＯＭＩＸ丸岡 プエルトーレ敦賀 今立クラブ ２名

15:45 今立クラブ － プエルトーレ敦賀 ＧＥＯＭＩＸ丸岡 大野ＦＣ ２名

あわら市 9:00 セレソン福井 － 今立クラブ 福井工大ＦＣ 大野ＦＣ ２名

福井工業大学 11:15 福井工大ＦＣ － 大野ＦＣ セレソン福井 今立クラブ ２名

あわらｷｬﾝﾊﾟｽ 13:30 ＣＣ’ＢＯＹＳ － プエルトーレ敦賀 福井ＫＳＣ ＧＥＯＭＩＸ丸岡 ２名

人工芝グラウンド 15:45 ＧＥＯＭＩＸ丸岡 － 福井ＫＳＣ ＣＣ’ＢＯＹＳ プエルトーレ敦賀 ２名

坂井市 9:00 大野ＦＣ － 福井ＫＳＣ 今立クラブ ＣＣ’ＢＯＹＳ ２名

三国運動公園 11:15 ＣＣ’ＢＯＹＳ － 今立クラブ 大野ＦＣ 福井ＫＳＣ ２名

人工芝グラウンド 13:30 福井工大ＦＣ － ＧＥＯＭＩＸ丸岡 セレソン福井 プエルトーレ敦賀 ２名

15:45 プエルトーレ敦賀 － セレソン福井 ＧＥＯＭＩＸ丸岡 福井工大ＦＣ ２名
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節 開　催　地 時　間 主審/第４審

プエルトーレ敦賀 18:00 福井ＫＳＣ - ＧＥＯＭＩＸ丸岡 プエルトーレ敦賀 セレソン福井 ２名

坂井市 20:00 プエルトーレ敦賀 - セレソン福井 ＧＥＯＭＩＸ丸岡 福井ＫＳＣ ２名

日東ｼﾝｺｰｽﾀｼﾞｱﾑ
丸岡人工芝

18:00 大野ＦＣ - 今立クラブ ＣＣ’ＢＯＹＳ 福井工大ＦＣ ２名

福井工業大学
あわらｷｬﾝﾊﾟｽ

14:00 福井工大ＦＣ - ＣＣ’ＢＯＹＳ 協会/福井工大FC 協　会 ２名

日東ｼﾝｺｰｽﾀｼﾞｱﾑ 18:00 セレソン福井 - ＣＣ’ＢＯＹＳ 協会/今立クラブ 福井ＫＳＣ ２名

丸岡人工芝 20:00 福井ＫＳＣ - 今立クラブ 協会/セレソン福井 ＣＣ’ＢＯＹＳ ２名

福井工業大学 16:00 大野ＦＣ - ＧＥＯＭＩＸ丸岡 福井工大ＦＣ プエルトーレ敦賀 ２名

あわらｷｬﾝﾊﾟｽ 18:00 福井工大ＦＣ - プエルトーレ敦賀 大野ＦＣ ＧＥＯＭＩＸ丸岡 ２名

大野ＦＣ 9:00 今立クラブ - ＧＥＯＭＩＸ丸岡 福井ＫＳＣ 大野ＦＣ ２名

大野市 11:15 大野ＦＣ - 福井ＫＳＣ ＧＥＯＭＩＸ丸岡 今立クラブ ２名

奥越ふれあい公園 13:30 ＣＣ’ＢＯＹＳ - プエルトーレ敦賀 福井工大ＦＣ セレソン福井 ２名

陸上競技場 15:45 セレソン福井 - 福井工大ＦＣ プエルトーレ敦賀 ＣＣ’ＢＯＹＳ ２名

坂井市

三国運動公園
人工芝グラウンド

※後期リーグの試合会場・試合時間などは、前期終了後に組合せ、会場当番等を考慮して決定する。

※予備日　5月29日、8月21日

１　部　リ　ー　グ　日　程　表

月　日 対　戦　チ　ー　ム 副　　審

8

10

入
替
戦

9 8月28日

9月4日

8月14日

9月25日

10:00 １部７位 - ２部２位 協　会 協　会11月13日

節 月／日 時間 ホーム ｖｓ アウェイ 開催会場

１３：３０ 長野県 ｖｓ 福井県 長野県

１３：３０ 富山県 ｖｓ 石川県 富山県

１３：３０ 長野県 ｖｓ 富山県 長野県

１３：３０ 新潟県 ｖｓ 福井県 新潟県

１３：３０ 福井県 ｖｓ 富山県 福井県

１３：３０ 石川県 ｖｓ 新潟県 石川県

１３：３０ 富山県 ｖｓ 新潟県 富山県

１３：３０ 石川県 ｖｓ 長野県 石川県

１３：３０ 新潟県 ｖｓ 長野県 新潟県

１３：３０ 福井県 ｖｓ 石川県 福井県

※予備日：　11/13

３ 10月16日

４ 10月23日

５ 11月6日

第４５回　北信越サッカー県リーグ決勝大会

－北信越チャレンジリーグ’　２０２2－

１ 10月2日

２ 10月9日


