
日付 会場 開始時刻 HOME AWAY 主審 副審１ 副審２ 運営担当

11:00 ＩＰＵ・環太平洋大学① 岡山理科大学① 津山工業高等専門学校 美作大学

13:30 津山工業高等専門学校② 美作大学② ＩＰＵ・環太平洋大学 岡山理科大学

10:30 川崎医療福祉大学① 岡山大学① 吉備国際大学 岡山大学医学部

13:00 吉備国際大学① 岡山大学医学部① 倉敷芸術科学大学 岡山大学歯学部

15:30 倉敷芸術科学大学② 岡山大学歯学部② 川崎医療福祉大学 岡山大学

10:30 吉備国際大学① 岡山県立大学① 岡山理科大学 岡山大学

13:00 岡山理科大学① 岡山大学① 就実大学 津山工業高等専門学校

15:30 就実大学② 津山工業高等専門学校② 吉備国際大学 岡山県立大学

10:30 岡山県立大学① 岡山理科大学① 岡山大学 岡山大学医学部

13:00 岡山大学① 岡山大学医学部① 倉敷芸術科学大学 美作大学

15:30 倉敷芸術科学大学② 美作大学② 岡山県立大学 岡山理科大学

11:00 ＩＰＵ・環太平洋大学① 岡山県立大学① 岡山大学歯学部 津山工業高等専門学校

13:30 岡山大学歯学部② 津山工業高等専門学校② ＩＰＵ・環太平洋大学 岡山県立大学

11:00 川崎医療福祉大学① 岡山大学医学部① 倉敷芸術科学大学 就実大学

13:30 倉敷芸術科学大学② 就実大学② 川崎医療福祉大学 岡山大学医学部

12:45 吉備国際大学① 川崎医療福祉大学① 就実大学 津山工業高等専門学校

15:00 就実大学② 津山工業高等専門学校② 吉備国際大学 川崎医療福祉大学

11:00 ＩＰＵ・環太平洋大学① 岡山大学医学部① 美作大学 岡山大学歯学部

13:30 美作大学② 岡山大学歯学部② ＩＰＵ・環太平洋大学 岡山大学医学部

10:30 岡山県立大学① 川崎医科大学① 就実大学 岡山大学歯学部

13:00 就実大学② 岡山大学歯学部② 倉敷芸術科学大学 津山工業高等専門学校

15:30 倉敷芸術科学大学② 津山工業高等専門学校② 岡山県立大学 川崎医科大学

10:30 川崎医科大学① ＩＰＵ・環太平洋大学① 美作大学 津山工業高等専門学校

13:00 美作大学② 津山工業高等専門学校② 岡山大学歯学部 倉敷芸術科学大学

15:30 岡山大学歯学部② 倉敷芸術科学大学② 川崎医科大学 ＩＰＵ・環太平洋大学

11:00 ＩＰＵ・環太平洋大学① 岡山大学① 川崎医療福祉大学 岡山県立大学

13:30 川崎医療福祉大学① 岡山県立大学① ＩＰＵ・環太平洋大学 岡山大学

10:30 川崎医科大学① 岡山大学医学部① 就実大学 美作大学

13:00 就実大学② 美作大学② 倉敷芸術科学大学 津山工業高等専門学校

13:00 倉敷芸術科学大学② 津山工業高等専門学校② 川崎医科大学 岡山大学医学部

12:30 吉備国際大学① 川崎医科大学① 美作大学 岡山大学歯学部

14:45 美作大学② 岡山大学歯学部② 吉備国際大学 川崎医科大学

11:00 就実大学② 美作大学② 岡山県立大学 岡山大学

13:30 岡山県立大学① 岡山大学① 就実大学 美作大学

11:00 川崎医療福祉大学① 川崎医科大学① 岡山理科大学 岡山大学医学部

13:30 岡山理科大学① 岡山大学医学部① 川崎医療福祉大学 川崎医科大学

11:00 ＩＰＵ・環太平洋大学① 吉備国際大学① 倉敷芸術科学大学 美作大学

13:30 倉敷芸術科学大学② 美作大学② ＩＰＵ・環太平洋大学 吉備国際大学

11:00 川崎医療福祉大学① 岡山理科大学① 川崎医科大学 岡山大学

13:30 川崎医科大学① 岡山大学① 川崎医療福祉大学 岡山理科大学

11:00 岡山県立大学① 岡山大学医学部① 岡山大学歯学部 就実大学

13:30 岡山大学歯学部② 就実大学② 岡山県立大学 岡山大学医学部

11:00 ＩＰＵ・環太平洋大学① 川崎医療福祉大学① 岡山大学歯学部 津山工業高等専門学校

13:30 岡山大学歯学部② 津山工業高等専門学校② ＩＰＵ・環太平洋大学 川崎医療福祉大学

12:30 吉備国際大学① 岡山大学① 川崎医科大学 岡山理科大学

14:45 川崎医科大学① 岡山理科大学① 吉備国際大学 岡山大学

13:00 岡山理科大学① 吉備国際大学① 就実大学 倉敷芸術科学大学

15:30 就実大学② 倉敷芸術科学大学② 岡山理科大学 吉備国際大学

8月28日 吉備国際大学 吉備国際大学
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2016年度　岡山県学生サッカーリーグ　日程表

試合開始60分前に両チーム代表者、審判団、運営責任者でマッチミーティングを行います。関係者は時間厳守で集合すること。

6月26日

ＩＰＵ赤坂 ＩＰＵ・環太平洋大学

川崎医療福祉大学 川崎医療福祉大学

10月16日 岡山県立大学 倉敷芸術科学大学

9月4日 岡山県立大学 岡山県立大学

9月22日

ＩＰＵ赤坂 ＩＰＵ・環太平洋大学

川崎医療福祉大学 岡山大学医学部

10月2日

吉備国際大学 津山工業高等専門学校

ＩＰＵ赤坂 岡山大学歯学部

10月23日 川崎医療福祉大学 川崎医科大学

11月3日 ＩＰＵ赤坂 岡山大学

11月27日

ＩＰＵ赤坂 美作大学

川崎医療福祉大学 川崎医療福祉大学

岡山県立大学 岡山県立大学

12月11日 吉備国際大学 岡山理科大学

11月13日 就実大学 就実大学

12月4日

ＩＰＵ赤坂 ＩＰＵ・環太平洋大学

吉備国際大学 岡山大学

11月20日 吉備国際大学 吉備国際大学

11月23日

就実大学 就実大学

川崎医療福祉大学 岡山理科大学


