
改定③

6月29日訂正版
月日 曜日 会場 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 雨天 責任 時間 ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｼｭﾙｰﾄﾞ 10:30 Ｄ エスフェルソ ｖｓ シュルード ｼﾞｭﾍﾞﾝ 高山

12:00 Ｄ ジーベック ｖｓ 若鮎長良 ｱﾙｺﾞｽ ﾚﾊﾞﾝﾃ

13:30 C ジュベン ｖｓ 高山ＦＣ ｴｽﾌｪ ｼｭﾙｰﾄﾞ

ｱﾙｺﾞｽ 15:00 B アルゴス ｖｓ レバンテ ｼﾞｰﾍﾞｯｸ 若鮎

高山 10:00 C 高山ＦＣ ｖｓ チェレス ﾋﾞｴﾝﾄ ｾﾞｱﾙ

ｾﾞｱﾙ 12:00 C ビエント ｖｓ ゼアル 高山 ﾁｪﾚｽ

ｴｽﾌｪﾙｿ 11:30 D ジーベック ｖｓ エスフェルソ ｱﾙｺﾞｽ ｾｲｶ

ｾｲｶ 13:30 B アルゴス ｖｓ セイカ ｼﾞｰﾍﾞｯｸ ｴｽﾌｪ

ﾁｪﾚｽ 12:30 C ジュベン ｖｓ ビエント ｼﾞｰﾍﾞｯｸ ｼｭﾙｰﾄﾞ

14:00 C チェレス ｖｓ ゼアル ｼﾞｭﾍﾞﾝ ﾋﾞｴﾝﾄ

ｼﾞｰﾍﾞｯｸ 15:30 D ジーベック ｖｓ シュルード ﾁｪﾚｽ ｾﾞｱﾙ

ｱﾙｺﾞｽ 10:00 B アルゴス ｖｓ アルマ ｼﾞｭﾍﾞﾝ ｾﾞｱﾙ
ﾚﾊﾞﾝﾃ 11:30 C ジュベン ｖｓ ゼアル ｱﾙｺﾞｽ ｱﾙﾏ
高山 11:00 C 高山ＦＣ ｖｓ ビエント ﾚﾊﾞﾝﾃ ｾｲｶ

ﾚﾊﾞﾝﾃ 13:00 B レバンテ ｖｓ セイカ 高山 ﾋﾞｴﾝﾄ

7月21日 （祝）
7月26日 （土）

FC岐阜 9:30 B レバンテ ｖｓ アルマ ﾌｫﾚｽﾀ ﾄﾞﾗｯﾂｪ

11:00 D ＦＣＶ ｖｓ エスフェルソ ﾚｲﾝﾎﾞｰ FC岐阜
人工芝 14:00 D 若鮎長良 ｖｓ シュルード ﾚﾊﾞﾝﾃ ｱﾙﾏ

15:45 A フォレスタ ｖｓ 務原ドラッツ FCV ｴｽﾌｪ

ﾚｲﾝﾎﾞｰ 17:30 A レインボー ｖｓ ＦＣ岐阜 若鮎 ｼｭﾙｰﾄﾞ

8月2日 （土）
ｱﾙﾏ 14:00 A レインボー ｖｓ 務原ドラッツ ｱﾙﾏ ｾｲｶ
ﾄﾞﾗｯﾂｪ 15:30 B アルマ ｖｓ セイカ ﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾄﾞﾗｯﾂｪ
ﾌｫﾚｽﾀ 10:00 A フォレスタ ｖｓ ＦＣ岐阜 若鮎 ｴｽﾌｪ

11:30 C ビエント チェレス FCV ｼｭﾙｰﾄﾞ

13:00 D 若鮎長良 ｖｓ エスフェルソ ﾋﾞｴﾝﾄ FC岐阜

FCV 14:30 D ＦＣＶ ｖｓ シュルード ﾌｫﾚｽﾀ ﾁｪﾚｽ

8月9日 （土）
FC岐阜 10:00 Ｄ 若鮎長良 ｖｓ ＦＣＶ ﾚｲﾝﾎﾞｰ ﾌｫﾚｽﾀ

11:45 C ジュベン ｖｓ チェレス 若鮎 FCV

13:30 C 高山ＦＣ ｖｓ ゼアル FC岐阜 ﾄﾞﾗｯﾂｪ

15:45 A レインボー ｖｓ フォレスタ ｼﾞｭﾍﾞﾝ ﾁｪﾚｽ

ﾄﾞﾗｯﾂｪ 17:30 A ＦＣ岐阜 ｖｓ 務原ドラッツ 高山 ｾﾞｱﾙ

8月16日 （土）
8月17日 （日） 阜市十六粟野

2008年度高円宮杯岐阜県大会クラブ予選

対戦 審判

7月12日 （土） 土岐市総合 ○ｸﾚｰ

7月13日 （日）
騨市数河平 天然芝

（土）
海津市平
田

リバーサ
天然芝

○

治見市脇之 ｸﾚｰ ○

○

7月20日 （日）
御嵩町ミタケ ｸﾚｰ ○

呂市飛騨川公 ｸﾚｰ ○

7月19日

7月27日 （日） 岐阜経済大学 ○

8月3日 （日）

垣市杭瀬川 天然芝 ×

市中池多目 ×天然芝

予備日

8月10日 （日） 岐阜経済大学 ○人工芝


