
日付 会場 開始時刻 Home Away 主審 副審1 副審2 運営担当 運営責任者 1部 IPU 吉備 倉芸 岡大 川福 理大

6月12日 川崎医療福祉大学 13:00 就実大学 川崎医科大学 川崎医科大学
林　政晃

090-8133-7462
終了 IPU ＊＊＊ 12月4日 --- 11月23日 10月2日 10月12日

11:00 津山工業高等専門学校 岡山商科大学 美作大学 川崎医科大学 吉備 12月4日 ＊＊＊ --- 12月18日 11月27日 12月11日

13:30 岡山県立大学 就実大学 津山工業高等専門学校 岡山商科大学 倉芸 --- --- ＊＊＊ --- --- ---

8月28日 川崎医療福祉大学 13:30 川崎医科大学 美作大学 川崎医科大学
林　政晃

090-8133-7462
終了 岡大 11月23日 12月18日 --- ＊＊＊ 12月11日 12月4日

10:30 津山工業高等専門学校 岡山県立大学 就実大学 美作大学 川福 10月2日 11月27日 --- 12月11日 ＊＊＊ 11月23日

12:45 就実大学 美作大学 川崎医科大学 岡山商科大学 理大 10月12日 12月11日 --- 12月4日 11月23日 ＊＊＊

15:00 川崎医科大学 岡山商科大学 津山工業高等専門学校 岡山県立大学

11:00 津山工業高等専門学校 就実大学 岡山商科大学 美作大学

13:30 岡山商科大学 美作大学 津山工業高等専門学校 就実大学 2部 就実 商大 高専 県大 美作 川医

10:30 IPU・環太平洋大学 川崎医療福祉大学 美作大学 岡山県立大学 就実 ＊＊＊ 10月2日 9月25日 6月26日 9月11日 6月12日

12:45 美作大学 岡山県立大学 岡山商科大学 就実大学 商大 10月2日 ＊＊＊ 6月26日 12月4日 9月25日 9月11日

15:00 岡山商科大学 就実大学 IPU・環太平洋大学 川崎医療福祉大学 高専 9月25日 6月26日 ＊＊＊ 9月11日 10月16日 11月27日

10月12日 IPU赤坂 19:00 IPU・環太平洋大学 岡山理科大学 審判部派遣2名 IPU・環太平洋大学
清水　健太

080-2481-8529
終了 県大 6月26日 12月4日 9月11日 ＊＊＊ 10月2日 11月13日

10月16日 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 津山工業高等専門学校
中村　重之

090－9069－5648
終了 美作 9月11日 9月25日 10月16日 10月2日 ＊＊＊ 8月28日

11月13日 岡山県立大学 11:00 岡山県立大学 川崎医科大学 川崎医科大学
山本　大輔

080-2724-7773
終了 川医 6月12日 9月11日 11月27日 11月13日 8月28日 ＊＊＊

11:00 IPU・環太平洋大学 岡山大学 川崎医療福祉大学 岡山理科大学 歯学部

13:30 川崎医療福祉大学 岡山理科大学 IPU・環太平洋大学 岡山大学

11:00 川崎医療福祉大学 吉備国際大学 川崎医科大学 津山工業高等専門学校

13:30 川崎医科大学 津山工業高等専門学校 川崎医療福祉大学 吉備国際大学

10:00 IPU・環太平洋大学 吉備国際大学 岡山大学 岡山理科大学

12:15 岡山大学 岡山理科大学 岡山県立大学 岡山商科大学

14:30 岡山県立大学 岡山商科大学 IPU・環太平洋大学 吉備国際大学

11:00 川崎医療福祉大学 岡山大学 吉備国際大学 岡山理科大学

13:30 吉備国際大学 岡山理科大学 川崎医療福祉大学 岡山大学

12月18日 吉備国際大学 13:00 吉備国際大学 岡山大学 吉備国際大学
松村　統志輝

080-1633-2094
終了

2部プレーオフ

1月22日 岡山県立大学 13:00 就実大学 岡山県立大学 岡山県立大学
廣末　存果

080-6246-9258

1部2部入替戦

1月29日 岡山理科大学 13:00 岡山理科大学 2部プレーオフ勝者 岡山理科大学
齋藤　壮真

080-6158-7482
審判部派遣2名

岡山県立大学2名

審判部派遣2名

審判部派遣2名

9月25日 津山工業高等専門学校

9月11日

12月11日 川崎医療福祉大学

12月4日

11月27日

IPU赤坂

川崎医療福祉大学

2022年度　岡山県学生サッカーリーグ　日程　（12／17改訂）

就実大学
大森　琢矢

080-2895-8139

6月26日 津山工業高等専門学校
中村　重之

090－9069－5648

審判部派遣2名

津山工業高等専門学校

津山工業高等専門学校

終了

参加せず

10月2日 IPU赤坂

審判部派遣2名

審判部派遣2名

終了

岡山県立大学
廣末　存果

080-6246-9258

終了IPU赤坂11月23日

運営担当者は所定用紙に試合記録を記入し、次の通り報告および郵送する。

・記録用紙等
　記録用紙、審判報告書、領収証を送付用封筒にて、事務局へ郵送または手渡し。

・結果報告書    当連盟事務局、岡山県サッカー協会事務局、山陽新聞社運動部へ、
　全試合終了後すみやかにＦＡＸまたは記録用紙を撮影した写真付きメールにて連絡。

 ・連絡先
　（連盟事務局）
　　〒700-0011　岡山市北区学南町２丁目5-48-5 メゾンこどもの森A201
    　　山田　充　あて　TEL&FAX 086-255-6930、携帯 090-2807-8109
                               　　　　　　　e-mail:  m_yamada@mx9.tiki.ne.jp
     （岡山県サッカー協会事務局） FAX   086-226-2037　e-mail:  fa-okayama@jfa.or.jp
     （山陽新聞社運動部）      FAX   086-244-8583     e-mail:  sports@sanyo.oni.co.jp

岡山理科大学
齋藤　壮真

080-6158-7482

終了

終了

岡山大学
 末松　颯真

080-8314-7966

IPU・環太平洋大学
清水　健太

080-2481-8529

終了

終了

川崎医療福祉大学
押田　遥香

090-9213-1193

岡山商科大学
青木　隆

090-8995-2718

終了


