
月日・会場 第1試合 第2試合 第3試合 運営 備考
主審 英明高校 主審 太田ギャル 主審
副審 英明高校 副審 太田ギャル 副審
副審 四国学院大学 副審 香川西高校 副審
四審 四国学院大学 四審 香川西高校 四審
主審 ナイスパル 主審 MOMOKO B 主審
副審 ナイスパル 副審 MOMOKO B 副審
副審 MOMOKO FC 副審 津田高校 副審
四審 MOMOKO FC 四審 津田高校 四審
主審 丸亀ELF 主審 観音寺LUCE 主審
副審 丸亀ELF 副審 観音寺LUCE 副審
副審 MOMOKO B 副審 MOMOKO A 副審
四審 MOMOKO B 四審 MOMOKO A 四審
主審 アザレア 主審 主審
副審 アザレア 副審 副審
副審 太田ギャル 副審 副審
四審 太田ギャル 四審 四審
主審 屋島レジアス 主審 プリティレイド 主審
副審 屋島レジアス 副審 プリティレイド 副審
副審 MOMOKO FC 副審 丸亀ELF 副審
四審 MOMOKO FC 四審 丸亀ELF 四審
主審 津田高校 主審 観音寺LUCE 主審
副審 津田高校 副審 観音寺LUCE 副審
副審 四国学院大学 副審 香川西高校 副審
四審 四国学院大学 四審 香川西高校 四審
主審 屋島レジアス 主審 観音寺LUCE 主審
副審 屋島レジアス 副審 観音寺LUCE 副審
副審 ナイスパル 副審 観音寺LUCE 副審
四審 ナイスパル 四審 観音寺LUCE 四審
主審 英明高校 主審 MOMOKO B 主審 アザレア
副審 英明高校 副審 MOMOKO B 副審 アザレア
副審 津田高校 副審 四国学院大学 副審 香川西高校
四審 津田高校 四審 四国学院大学 四審 香川西高校
主審 主審 主審
副審 副審 副審
副審 副審 副審
四審 四審 四審
主審 主審 主審
副審 副審 副審
副審 副審 副審
四審 四審 四審
主審 主審 主審
副審 副審 副審
副審 副審 副審
四審 四審 四審
主審 アザレア 主審 プリティレイド 主審 MOMOKO A
副審 調整中 副審 プリティレイド 副審 MOMOKO A
副審 調整中 副審 四国学院大学 副審 香川西高校
四審 調整中 四審 四国学院大学 四審 香川西高校
主審 プリティレイド 主審 アザレア 主審
副審 プリティレイド 副審 アザレア 副審
副審 MOMOKO B 副審 MOMOKO A 副審

2016　さぬきなでしこ・レディース　サッカーリーグ対戦表

5月8日（日） 14:00～15:10

瀬戸大橋　第1 丸亀ELF ３ － ０ MOMOKO B

審判 審判 審判

4月10（日）

生島サブ
1

5月8日（日） 10:00～11:10 11:20～12:30

2

3

11:00～12:00

四国学院大学 MOMOKO B 0 - 4 津田高校

11:40～12:50

MOMOKO A １ - ０ アザレア

4
5月15日（日）

5

6

12

7
6月11日（土） 

鉢伏芝

5月21日（土）

瀬戸大橋　第3

7月3日（日） 

8
6月26日（日） 

成合A

鉢伏クレー

6月5日（日）

四国学院大学

9:00～10:20 16:00～17:20

香川西高校 ５ － ０ アザレア

英明高校 ０ - ２ MOMOKO B

10
7月17日（日） 

成合A

9

11
7月18日（月・祝）

MOMOKO B 13- ０ プリティレイド高松

10:30～11:409:00～10:10

香川西高校 ８ - ０ MOMOKO Ａ

10:00～11:10 11:40～12:50

英明高校 0 － 8 四国学院大学

4月29日（金） 9:30～10:40

鉢伏クレー

10:00～11:10 11:30～12:30

丸亀ＥＬＦ ２－０ プリティレイド高松 MOMOKO FC ０－１ 屋島レジアス

香川西高校 ０ － ０ 観音寺LUCE

MOMOKO FC 1 － 1 ナイスパル

香川西高校 10 － 0 太田ギャル

10:00～11:10 11:40～12:50

津田高校 ０ － ０ 四国学院大学

太田ギャル　－　観音寺LUCE

10:00～11:10

ユーヴィレッジ MOMOKO A １ -　１ 観音寺LUCE 太田ギャル 0 － ５ アザレア

7月23日（土）

ユーヴィレッジ

ユーヴィレッジ

15:00～16：00

ナイスパル ０ - ３ 屋島レジアス

9:00～10:00

ナイスパル ２ - ０ MOMOKO FC

9:00～10:00

MOMOKO FC ０ - ２ 屋島レジアス

MOMOKO FC

屋島ﾚｼﾞｱｽ

10:00～11:10

MOMOKO B １ - ２ 四国学院大学

11:40～12:40

屋島レジアス ０ － ０ ナイスパル

香川西高校

MOMOKO B

アザレア

丸亀ＥＬＦ

四国学院大学

6時～18時ナイスパル

9時～17時　　　　※トレーニングマッチ1試合可能

9時～12時

10時～12時半

9時半～12時半

9時～17時　　　　※トレーニングマッチ1試合可能

10時～13時

10時～15時

観音寺LUCE

英明高校
13:20～14:30

津田高校 ３ － ０ 英明高校

13時～17時太田ギャル

ナイスパル

午前　MOMOKO

午後　プリティレイド

10時～12時半

8時～19時

17:30～18:50

四国学院大学 14 - １ プリティレイド高松

14:30～15:30

屋島レジアス 6時～18時

ナイスパル

アザレア

観音寺LUCEの都合（U15四国大会参加）によ

り 



四審 MOMOKO B 四審 MOMOKO A 四審
主審 調整中 主審 主審
副審 調整中 副審 副審
副審 調整中 副審 副審
四審 調整中 四審 四審
主審 MOMOKO A 主審 津田高校 主審 英明高校
副審 MOMOKO A 副審 津田高校 副審 英明高校
副審 香川西高校 副審 丸亀ELF 副審 プリティレイド
四審 香川西高校 四審 丸亀ELF 四審 プリティレイド
主審 津田高校 主審 太田ギャル 主審 丸亀ELF
副審 津田高校 副審 太田ギャル 副審 丸亀ELF
副審 プリティレイド 副審 MOMOKO A 副審 英明高校
四審 プリティレイド 四審 MOMOKO A 四審 英明高校
主審 観音寺LUCE 主審 主審
副審 観音寺LUCE 副審 副審
副審 観音寺LUCE 副審 副審
四審 観音寺LUCE 四審 四審
主審 調整中 主審 主審
副審 調整中 副審 副審
副審 調整中 副審 副審
四審 調整中 四審 四審
主審 アザレア 主審 主審
副審 アザレア 副審 副審
副審 アザレア 副審 副審
四審 観音寺LUCE 四審 四審
主審 調整中
副審 調整中
副審 調整中
四審 調整中

生島サブ MOMOKO A ７ - ０ 太田ギャル 英明高校 １ - ７ 丸亀ＥＬＦ 津田高校  ４ - ０ プリティレイド高松

15
7月31日（日） 10:00～11:10 11:40～12:50 13:20～14:30

MOMOKO A １ - ０ アザレア
12

14
津田高校　－　丸亀ＥＬＦ プリティレイド高松　－　英明高校

11:40～12:5010:00～11:10

MOMOKO B 13- ０ プリティレイド高松

9:00～10:10
13

7月24日（土）

丸亀市総合運動公園多目的

ユーヴィレッジ

生島サブ

7月30日（土） 13:20～14:30

9時～17時

10時～12時半

9時～17時MOMOKO Ａ

津田高校

香川西高校　－　MOMOKO A

7時半～12時

丸亀ELF ０ - ２ 四国学院大学
四国学院大学・ELF

アザレア

16
8月7日（日） 15:00～16:10 

観音寺LUCE 13時～17時

土器川A 太田ギャル １ - １ 観音寺LUCE

17

8月21日（日） 10:00～11:10
津田高校 9時～13時

津田高校グラウンド 津田高校 １ -  ０ 丸亀ELF

8月21日（日） 19:30～20:40
アザレア 19時～21時

ユーヴィレッジ アザレア １ - １ 観音寺LUCE

19
8月27日（土） 10:00～11:10

英明・プリティレイド 8時～17時

土器川A プリティレイド高松　－　英明高校

暑熱対策のため日程変更 


