
2008年度山形県社会人サッカーリーグ日程 2008年度山形県社会人サッカーリーグ日程
【１部：9チーム　　２部：8チーム　　構成】 【１部：9チーム　　２部：8チーム　　構成】

1部リーグ 2部リーグ 1部リーグ
節 月日 対戦 会場 休み 節 月日 対戦 会場
1 4/20 山形FC － 金井 天童 Ultra 1 未定 中山 － 神町 天童

萩野 － 米蹴 新庄 4/20 戸沢 － SAGAE 新庄 9月28日 4月20日 10月26日 6月8日 7月6日 8月31日 4月27日 9月21日
櫛引 － ﾊﾟﾗﾌﾚﾝﾁ 鶴岡 大山 － 長井クラブ 鶴岡 酒田 鶴岡 天童 米沢 新庄 米沢 米沢 米沢
琢友 － ｱｰﾁﾝｽﾞ 酒田 トレンタ － 長井FC 酒田 9月28日 8月31日 6月8日 4月20日 10月26日 10月5日 9月21日 4月27日

2 4/27 ｱｰﾁﾝｽﾞ － 金井 天童 2 4/27 SAGAE － 長井クラブ 天童 酒田 鶴岡 天童 酒田 酒田 酒田 米沢 酒田
琢友 － Ultra 酒田 トレンタ － 神町 酒田 4月20日 8月31日 8月24日 9月21日 10月5日 10月12日 6月8日 9月14日

(8) ﾊﾟﾗﾌﾚﾝﾁ － 米蹴 米沢 鶴岡 鶴岡 鶴岡 天童 鶴岡 天童 米沢 長井
3 6/8 山形FC － 琢友 天童 金井 3 6/8 SAGAE － トレンタ 天童 10月26日 6月8日 8月24日 8月31日 9月14日 4月20日 10月5日 10月12日

Ultra － 萩野 長井 長井クラブ － 戸沢 長井 天童 天童 鶴岡 天童 新庄 天童 天童 長井
ﾊﾟﾗﾌﾚﾝﾁ － ｱｰﾁﾝｽﾞ 米沢 中山 － 長井FC 天童 6月8日 4月20日 9月21日 8月31日 10月12日 4月27日 10月26日 10月5日
米蹴 － 櫛引 米沢 神町 － 大山 天童 米沢 酒田 天童 天童 天童 天童 天童 長井

(2) 7/6 萩野 － ﾊﾟﾗﾌﾚﾝﾁ 新庄 (2) 7/6 戸沢 － 長井FC 新庄 7月6日 10月26日 10月5日 9月14日 10月12日 9月28日 4月20日 6月8日
(2) 8/24 櫛引 － 山形FC 鶴岡 (2) 8/24 大山 － 中山 鶴岡 新庄 酒田 鶴岡 新庄 天童 新庄 新庄 長井
4 8/31 ｱｰﾁﾝｽﾞ － 山形FC 天童 萩野 4 8/31 中山 － 戸沢 天童 8月31日 10月5日 10月12日 4月20日 4月27日 9月28日 9月14日 10月26日

櫛引 － 琢友 鶴岡 大山 － トレンタ 鶴岡 米沢 酒田 天童 天童 天童 新庄 天童 長井
ﾊﾟﾗﾌﾚﾝﾁ － 金井 米沢 長井FC － SAGAE 長井 4月27日 9月21日 6月8日 10月5日 10月26日 4月20日 9月14日 8月31日
米蹴 － Ultra 米沢 長井クラブ － 神町 長井 米沢 米沢 米沢 天童 天童 新庄 天童 米沢

5 9/14 金井 － 米蹴 天童 ｱｰﾁﾝｽﾞ 5 9/14 神町 － SAGAE 天童 9月21日 4月27日 9月14日 10月12日 10月5日 6月8日 10月26日 8月31日
Ultra － 櫛引 長井 長井クラブ － 長井FC 長井 米沢 酒田 長井 長井 長井 長井 長井 米沢
萩野 － 山形FC 新庄 戸沢 － 大山 新庄

6 9/21 ｱｰﾁﾝｽﾞ － 櫛引 天童 山形FC 6 9/21 SAGAE － 中山 天童
ﾊﾟﾗﾌﾚﾝﾁ － Ultra 米沢 長井FC － 大山 長井 2部リーグ
米蹴 － 琢友 米沢 長井クラブ － トレンタ 長井

(6) 9/28 萩野 － 金井 新庄 (6) 9/28 戸沢 － 神町 新庄

(5) 琢友 － ﾊﾟﾗﾌﾚﾝﾁ 酒田 (5) トレンタ － 中山 酒田 8月31日 10月5日 8月24日 6月8日 9月21日 4月20日 9月28日
7 10/5 山形FC － 米蹴 天童 ﾊﾟﾗﾌﾚﾝﾁ 7 10/5 神町 － 長井FC 天童 天童 長井 鶴岡 天童 天童 天童 酒田

Ultra － ｱｰﾁﾝｽﾞ 長井 長井クラブ － 中山 長井 8月31日 6月8日 9月14日 7月6日 4月20日 9月28日 10月5日
櫛引 － 萩野 鶴岡 大山 － SAGAE 鶴岡 天童 長井 新庄 新庄 新庄 新庄 酒田
琢友 － 金井 酒田 トレンタ － 戸沢 酒田 10月5日 6月8日 4月20日 9月14日 4月27日 8月31日 9月21日

8 10/12 金井 － 櫛引 天童 琢友 長井 長井 鶴岡 長井 天童 天童 長井
ｱｰﾁﾝｽﾞ － 萩野 天童 8月24日 9月14日 4月20日 9月21日 10月5日 6月8日 8月31日
Ultra － 山形FC 長井 鶴岡 新庄 鶴岡 長井 鶴岡 天童 鶴岡

9 10/26 山形FC － ﾊﾟﾗﾌﾚﾝﾁ 天童 櫛引 10/26 県リ－グチャレンジマッチ 酒田 6月8日 7月6日 9月14日 9月21日 8月31日 10月5日 4月20日
ｱｰﾁﾝｽﾞ － 米蹴 天童 天童 新庄 長井 長井 長井 天童 酒田
Ultra － 金井 長井 9月21日 4月20日 4月27日 10月5日 8月31日 9月14日 6月8日
琢友 － 萩野 酒田 天童 新庄 天童 鶴岡 長井 天童 天童

4月20日 9月28日 8月31日 6月8日 10月5日 9月14日 4月27日
天童 11 天童 9 天童 新庄 長井 天童 天童 天童 酒田
長井 5 長井 7 9月28日 10月5日 9月21日 8月31日 4月20日 6月8日 4月27日
米沢 7 米沢 0 酒田 酒田 長井 鶴岡 酒田 天童 酒田
新庄 4 新庄 4
鶴岡 4 鶴岡 4
酒田 5 酒田 5
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	1部9ﾁｰﾑ・2部8ﾁｰﾑ(決定)

