
’１４　道北シニアリーグ　リーグ戦（案１）

３つのリーグ戦
　①道北シニアリーグ（40歳以上） 全6試合
　②道北シニア準リーグ(普及含む） 全3試合
　③道北交流リーグ(普及含む） 全21試合
　④全道シニア大会(旭川開催）の代表決定戦(旭川FC OVER ・士別）　　１試合
　・全リーグ合計３１試合を行う

1，道北シニアリーグ　（４０歳以上） 全6試合

名寄 旭川40 士別40 旭川OVER 勝敗

‐ ‐ ‐    勝   敗

‐ ‐ ‐    勝   敗

‐ ‐ ‐    勝   敗

‐ ‐ ‐    勝   敗

2，道北準リーグ（普及含む） 全3試合

旭川50 旭川大雪 留萌 勝敗

‐ ‐    勝   敗

‐ ‐    勝   敗

‐ ‐    勝   敗

3，交流リーグ（普及含む） 全21試合

名寄40 旭川40 士別40 旭川OVER 旭川50 旭川大雪 留萌 勝敗

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐    勝   敗

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐    勝   敗

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐    勝   敗

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐    勝   敗

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐    勝   敗

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐    勝   敗

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐    勝   敗

4，大会日程案
ｼﾆｱﾘｰｸﾞ準ｼﾆｱﾘｰｸﾞ交流ﾘｰｸﾞ 試合数

3試合 0試合 6試合 9試合

3試合 0試合 6試合 9試合

3試合 0試合 6試合 9試合

3試合 0試合 6試合 9試合

0試合 2試合 6試合 8試合

予備 0試合 2試合 6試合 8試合

0試合 2試合 6試合 8試合

5月3～4日 8人制サッカーフェス

7月19～21日 全道シニア大会(旭川）

8月2、3日 全道シニア8人制（中標津）

8月1～3日 士別ｻﾌｫｰｸｶｯﾌﾟ

8月23～24日 北海道シニアサッカー大会（夕張）

9月13～15日 全道シニア５０・６０・７０（函館）

留萌

10月初旬 士別サッカー場 旭川大雪

＝ １１　＝

8月10日 旭川東光 士別　四十雀

7月6日 士別サッカー場 旭川４０

9月21日 士別サッカー場 旭川50

9月7日 士別サッカー場 旭川FC　OVER

旭川FC　OVER

旭川50

旭川大雪

名寄四十雀

旭川４０

士別　四十雀

6月15日 士別サッカー場 名寄四十雀

留萌

5月25日 旭川東光 試合数

名寄四十雀

旭川FC　OVER

旭川４０

士別　四十雀

旭川50

旭川大雪

留萌



5，試合日程案
場所 開始時間 リーグ 審判

9:30 準ｼﾆｱ VS 旭川OVER

10:30 交流 VS 士別

11:30 ｼﾆｱ VS 名寄

12:30 交流 VS 旭川50

13:30 交流 VS 留萌

14:30 交流 VS 旭川40

9:30 交流 VS 旭川OVER

10:30 交流 VS 旭川50

11:30 交流 VS 旭川40

12:30 代表決定 VS 名寄

13:30 ｼﾆｱ VS 士別

9:30 ｼﾆｱ VS 旭川50

10:30 交流 VS 旭川大雪

11:30 交流 VS 旭川OVER

12:30 交流 VS 留萌

13:30 準ｼﾆｱ 士別

9:30 交流 VS 名寄

10:30 交流 VS 旭川大雪

11:30 交流 VS 旭川40

12:30 ｼﾆｱ VS 留萌

13:30 準ｼﾆｱ 士別

14:30 予備

9:30 ｼﾆｱ VS 名寄

10:30 交流 VS 留萌

11:30 交流 VS 旭川40

12:30 交流 VS 旭川OVER

13:30 交流 VS 士別

9:30 交流 VS 士別

10:30 交流 VS 留萌

11:30 交流 VS 旭川大雪

12:30 交流 VS 旭川40

13:30 ｼﾆｱ VS 名寄

VS

VS

VS

VS

VS

2013年開催日
士小 士中 南小 南中 西小

運動会 6/8 5/30 6/8 5/31 6/8
学校祭 9/28 9/14 10/19 9/13.14 10/19

＝ １２　＝

9月1日
9月22日

5月26日
6月16日
7月7日
8月18日

10月○日
予備

士別

9月21日 士別

名寄40 旭川50

9月7日 士別

名寄40 旭川大雪

旭川40 旭川FC OVER

士別40 旭川FC OVER

旭川40 留萌

名寄40 士別40

名寄40 旭川40

士別四十雀 旭川FC OVER

旭川FC OVER 留萌

旭川50 旭川大雪

名寄40 留萌

8月10日 旭川

旭川40 士別40

旭川FC OVER 旭川大雪

旭川50 留萌

名寄40 士別40

7月6日 士別

名寄40 旭川FC OVER

6月15日 士別

旭川FC OVER 旭川50

旭川大雪 留萌

士別40 旭川50

旭川40 旭川大雪

旭川FC OVER 士別40

旭川40 旭川FC OVER

士別40 旭川大雪

旭川50 留萌

名寄40 旭川40

日程 対戦

名寄四十雀 旭川FC OVER

5月25日 旭川

旭川50 旭川大雪

旭川40 士別40

旭川40 旭川50

士別40 留萌

旭川大雪 留萌


