
日付 会場 開始時刻 HOME AWAY 副審１ 副審２ 運営担当

11:00 環太平洋大学 吉備国際大学

※ 13:00 美作大学 ＩＰＵ

11:00 ＩＰＵ 就実大学 岡山大学歯学部 倉敷芸術科学大学

※ 13:00 岡山大学歯学部 倉敷芸術科学大学 ＩＰＵ 就実大学

11:00 川崎医科大学 岡山県立大学 倉敷芸術科学大学 就実大学

13:00 倉敷芸術科学大学 就実大学 川崎医科大学 岡山県立大学

11:00 岡山県立大学 岡山大学 川崎医科大学 岡山理科大学

13:00 川崎医科大学 岡山理科大学 川崎医療福祉大学 岡山大学医学部

15:00 川崎医療福祉大学 岡山大学医学部 岡山県立大学 岡山大学

11:00 岡山県立大学 岡山理科大学 就実大学 津山工業高等専門学校

13:00 就実大学 津山工業高等専門学校 岡山県立大学 岡山理科大学

11:00 環太平洋大学 川崎医療福祉大学 岡山大学 倉敷芸術科学大学

13:00 岡山大学 岡山大学医学部 ＩＰＵ 環太平洋大学

15:00 ＩＰＵ 倉敷芸術科学大学 岡山大学医学部 川崎医療福祉大学

11:00 吉備国際大学 川崎医科大学 美作大学 岡山大学歯学部

13:00 美作大学 岡山大学歯学部 吉備国際大学 川崎医科大学

※ 11:00 ＩＰＵ 岡山大学歯学部 岡山大学医学部 岡山県立大学

※ 13:00 岡山大学医学部 岡山県立大学 ＩＰＵ 岡山大学歯学部

11:00 岡山大学 川崎医療福祉大学 岡山理科大学 吉備国際大学

※ 13:00 岡山理科大学 吉備国際大学 倉敷芸術科学大学 津山工業高等専門学校

※ 15:00 倉敷芸術科学大学 津山工業高等専門学校 岡山大学 川崎医療福祉大学

※ 11:00 津山工業高等専門学校 ＩＰＵ 美作大学 倉敷芸術科学大学

※ 13:00 美作大学 倉敷芸術科学大学 津山工業高等専門学校 ＩＰＵ

11:00 川崎医科大学 岡山大学医学部 就実大学 ＩＰＵ

13:00 就実大学 ＩＰＵ 川崎医科大学 岡山大学医学部

11:00 津山工業高等専門学校 美作大学 倉敷芸術科学大学 岡山大学歯学部

13:00 倉敷芸術科学大学 岡山大学歯学部 津山工業高等専門学校 美作大学

※ 11:00 津山工業高等専門学校 岡山大学歯学部 就実大学 美作大学

※ 13:00 就実大学 美作大学 津山工業高等専門学校 岡山大学歯学部

※
環太平洋大学

(中国リーグ終了後)
15:30 環太平洋大学 川崎医科大学 川崎医科大学

11:00 ＩＰＵ 美作大学 川崎医科大学 岡山大学

13:00 川崎医科大学 岡山大学 ＩＰＵ 美作大学

11:00 津山工業高等専門学校 岡山大学歯学部 岡山大学医学部 岡山理科大学

13:00 岡山大学医学部 岡山理科大学 津山工業高等専門学校 岡山大学歯学部

11:00 吉備国際大学 川崎医療福祉大学 岡山大学 環太平洋大学

13:00 岡山大学 環太平洋大学 吉備国際大学 川崎医療福祉大学

※ 11:00 ＩＰＵ 津山工業高等専門学校 倉敷芸術科学大学 就実大学

※ 13:00 倉敷芸術科学大学 就実大学 ＩＰＵ 津山工業高等専門学校

※ 11:00 津山工業高等専門学校 美作大学 岡山大学歯学部 就実大学

※ 13:00 岡山大学歯学部 就実大学 津山工業高等専門学校 美作大学

１０月２２日　変更

2011/10/22

環太平洋大学

環太平洋大学
美作大学2名

吉備国際大学2名
9月4日 環太平洋大学

9月11日

2011年度　岡山県学生サッカーリーグ　日程表（後期）
（※印および赤字が、変更部分）

9月18日 川崎医科大学

9月23日 岡山県立大学

10月16日 美作大学

10月23日

10月9日

岡山大学

10月2日

岡山県立大学

環太平洋大学

吉備国際大学

岡山大学医学部

IPU

川崎医科大学

就実大学

環太平洋大学

吉備国際大学

川崎医科大学

津山工業高等専門学校

川崎医科大学

津山工業高等専門学校

岡山大学歯学部

倉敷芸術科学大学

岡山大学

環太平洋大学

岡山大学

倉敷芸術科学大学

津山工業高等専門学校

美作大学

10月30日

環太平洋大学

津山工業高等専門学校

IPU

岡山大学医学部

環太平洋大学環太平洋大学環太平洋大学環太平洋大学、、、、川崎医科大学川崎医科大学川崎医科大学川崎医科大学

11月3日

美作大学

＜試合方式＞　(1) 試合時間は、９０分ゲームで延長なしとする。 ハーフタイムは１０分以内とする。
　　　　　　　　　　(2) 交替選手はＧＫを含め、登録した７名の内から５人の交替が可能とする。

＜注意事項＞  (1) 運営責任者は審判のサインを確認し、全試合終了後に記録用紙を下記あてに提出または郵送すること。
                            〒700-0011  岡山市学南町２丁目５－４８－５　メゾンこどもの森　Ａ２０１　　　山田　充　　あて
 　  　　   　　 　   (2) 運営責任者は全試合終了後に、すみやかに試合結果を下記までＦＡＸにて連絡すること。
                            学生連盟事務局  　　　　　    ：  ＦＡＸ　０８６－２５５－６９３０　・・・・・　警告および退場を含む。
                            山陽新聞社運動部 　　　　　　：　ＦＡＸ　０８６－８０３－８１５０
                            岡山日日新聞社 整理部　　　：　ＦＡＸ　０８６－２３１－４２８２
                            岡山県サッカー協会事務局 　：　ＦＡＸ　０８６－２２６－２０３７
  　　　     　       (3) 最後の２チームで、整理・整頓（グランド整備等）を行うこと。

11月13日 津山工業高等専門学校

11月6日

吉備国際大学

環太平洋大学


