
 2021年度　第33回　山形県社会人サッカーリーグ試合日程表

月／日 会場 開始 会場 開始 会場 開始 会場 開始 会場 開始

東陽の里 14:00 長井FC 神町自衛隊

鮭川G 12:00 新庄バリエンテ 豊浦クラブ
八向地区運動広場G 15:00 萩野クラブ 金井クラブ

東陽の里 10:30 長井FC 中山クラブ 飯森山G 13:00 琢友クラブ 新庄バリエンテ

サッカー場 11:00 神町自衛隊 中山クラブ 小真木原東多目的 10:30 致道ＦＣ サルバトーレ
13:30 山形ＦＣ 豊浦クラブ

サッカー場 11:00 神町自衛隊 萩野クラブ 小真木原東多目的 11:00 豊浦クラブ サルバトーレ
7/18へ 13:30 山形ＦＣ 琢友クラブ 小真木原東多目的 13:30 HOEI　FC 長井FC

サッカー場 11:00 金井クラブ 神町自衛隊 三川中学校 10:30 豊浦クラブ 致道ＦＣ
13:30 中山クラブ HOEI　FC

山形市球技場 13:30 山形ＦＣ 琢友クラブ
鮭川G 10:00 新庄バリエンテ サルバトーレ 櫛引陸上競技場 11:00 致道ＦＣ 山形ＦＣ

13:00 萩野クラブ 長井FC 櫛引陸上競技場 13:30 豊浦クラブ 琢友クラブ

戸沢多目的広場 10:30 新庄バリエンテ 琢友クラブ 三川中学校 10:30 サルバトーレ 山形ＦＣ
13:30 萩野クラブ HOEI　FC

サッカー場 11:00 金井クラブ 中山クラブ
神町自衛隊 長井FC
山形ＦＣ サルバトーレ

東陽の里 14:00 長井FC 金井クラブ HOEI　FC 萩野クラブ
サルバトーレ 琢友クラブ

真室川多目的G 10:00 新庄バリエンテ 山形ＦＣ 光ヶ丘G 13:00 琢友クラブ 致道ＦＣ
13:00 萩野クラブ 神町自衛隊

12/12へ 11:00 神町自衛隊 金井クラブ 東陽の里 14:00 長井FC HOEI　FC 10/17へ 10:30 豊浦クラブ 新庄バリエンテ
サッカー場 13:30 山形ＦＣ 致道ＦＣ

サッカー場 11:00 神町自衛隊 HOEI　FC 櫛引陸上競技場 11:00 サルバトーレ 豊浦クラブ 光ヶ丘G 13:00 琢友クラブ 山形ＦＣ
13:30 中山クラブ 萩野クラブ 櫛引陸上競技場 13:30 致道ＦＣ 新庄バリエンテ

山形市球技場 11:00 金井クラブ 長井FC 鮭川G 13:00 新庄バリエンテ 琢友クラブ 小真木原東多目的 10:30 致道ＦＣ 豊浦クラブ
8/8へ 13:30 山形ＦＣ サルバトーレ 8/1へ 15:00 萩野クラブ HOEI　FC

小真木原東多目的 10:30 HOEI　FC 金井クラブ 光ヶ丘G 13:00 琢友クラブ 豊浦クラブ

サッカー場 11:00 中山クラブ 金井クラブ 11:00 HOEI　FC 萩野クラブ
13:30 山形ＦＣ 新庄バリエンテ 13:30 サルバトーレ 琢友クラブ

サッカー場 11:00 金井クラブ 萩野クラブ
13:30 中山クラブ 長井FC

櫛引陸上競技場 10:00 サルバトーレ 致道ＦＣ
櫛引陸上競技場 12:15 HOEI　FC 中山クラブ
櫛引陸上競技場 14:30 豊浦クラブ 新庄バリエンテ

鮭川G 10:00 新庄バリエンテ 致道ＦＣ 11/21へ 11:00 HOEI　FC 神町自衛隊 飯森山G 13:00 琢友クラブ サルバトーレ
13:00 萩野クラブ 中山クラブ 櫛引陸上競技場 13:30 豊浦クラブ 山形ＦＣ

サッカー場 11:00 金井クラブ HOEI　FC 櫛引陸上競技場 11:00 致道ＦＣ 琢友クラブ
13:30 中山クラブ 神町自衛隊 櫛引陸上競技場 13:30 サルバトーレ 新庄バリエンテ

東陽の里 10:30 長井FC 萩野クラブ

サッカー場 11:00 神町自衛隊 長井FC 東陽の里 14:00
8/8分 13:30 山形ＦＣ サルバトーレ

庄内町八幡スポーツ公園 13:30 HOEI　FC 神町自衛隊

東陽の里 14:00

東根中央公園 10:00 神町自衛隊 金井クラブ

5月23日

5月9日

4月11日

4月4日

6月20日

7月25日

7月11日

7月18日

8月1日

8月8日 延期→11/14

8月22日

9月12日

10月3日

10月10日

9月26日

10月24日

11月7日

10月31日

11月14日

11月21日

チャレンジマッチ予定

入替戦予定
11月28日

小真木原東多目的

鶴岡会場 酒田会場
組　合　せ 組　合　せ

10/3へ

12月5日

12月12日

組　合　せ
山形会場 長井会場 新庄会場

組　合　せ 組　合　せ

10月17日

9月19日

8月29日

9月5日

5月16日

延期


