
第44回　フラミンゴリーグ　日程表　（２０１9年）

会  場　

 日  程

5月16日 有　度 2-0 飯　田

（木） 袖　師 0-1 三保岡 フレンドリー

5月23日 富士見 1-0 三保岡 フレンドリー

（木） 入　江 0-2 駒　越

5月27日 飯　田 0-2 袖　師

（月） 三保岡 0-1 有　度 フレンドリー

5月30日 富士見 1-0 入　江 フレンドリー

（木） 駒　越 1-1 飯　田

6月6日 三保岡 1-2 駒　越 フレンドリー

（木） 飯　田 1-0 富士見 フレンドリー

6月10日 袖　師 - 入　江 雨天延期

（月） 富士見 - 有　度 7/8(月)へ

6月13日 三保岡 2-0 飯　田 フレンドリー

（木） 駒　越 1-1 袖　師

6月17日 入　江 1-4 有　度

（月） 駒　越 2-0 富士見 フレンドリー

6月20日 有　度 0-2 袖　師

（木） 飯　田 1-2 入　江

6月27日 袖　師 - 富士見 雨天延期

（木） 入　江 - 三保岡 7/11(木)へ

7月1日 有　度 - 駒　越 雨天延期

（月） - 7/18(木)へ

7月8日 袖　師 3-0 入　江 6/10(月)

（月） 富士見 2-1 有　度 雨天延期分

7月11日 袖　師 - 富士見 雨天延期

（木） 入　江 - 三保岡 7/25(木)へ

7月18日 有　度 - 駒　越 雨天延期

（木） - 7/22(月)へ

7月22日 有　度 - 駒　越 雨天延期

（月） - 7/29(月)へ

7月25日 袖　師 1-2 富士見 7/11(木）

（木） 入　江 1-3 三保岡 雨天延期分

7月29日 有　度 - 駒　越 雨天延期

（月） - 8/5(月)へ

8月5日 有　度 0-3 駒　越 7/29（月）

（月） - 雨天延期分

8月29日 飯　田 1-1 有　度

（木） 三保岡 0-1 袖　師 フレンドリー

9月5日 三保岡 1-2 富士見 フレンドリー

（木） 駒　越 1-0 入　江

9月9日 袖　師 5-1 飯　田

（月） 有　度 1-2 三保岡 フレンドリー

9月12日 入　江 - 富士見 延期

（木） 飯　田 - 駒　越 10/17(木)へ

9月19日 駒　越 1-1 三保岡 フレンドリー

（木） 富士見 2-2 飯　田 フレンドリー

9月26日 飯　田 0-0 三保岡 フレンドリー

（木） 袖　師 3-1 駒　越

9月30日 入　江 0-7 袖　師

（月） 有　度 1-0 富士見 フレンドリー

10月3日 袖　師 4-0 有　度

（木） 入　江 0-1 飯　田

10月7日 有　度 - 入　江 延期

（月） 富士見 - 駒　越 10/28(月)へ

10月10日 富士見 1-5 袖　師 フレンドリー

（木） 三保岡 4-0 入　江 フレンドリー

10月17日 入　江 - 富士見 延期

（木） 飯　田 - 駒　越 10/24（木）へ

10月21日 駒　越 - 有　度 延期

（月） - 11/7（木）へ

10月24日 入　江 - 富士見 延期

（木） 飯　田 - 駒　越 11/14（木）へ

10月28日 有　度 6-0 入　江 10/7(月）

（月） 富士見 1-2 駒　越 延期分

11月7日 - 有度 2-0 駒越 10/21(月）

（木） - 延期分

11月14日 入　江 0-4 富士見 10/24（木）

（木） 飯　田 0-4 駒　越 延期分

　予備日：前期　7、8月に設定します。

　　　　　後期　9、10、11月に設定します。

　※審判は、審判着を着用し、胸ワッペンをつけて下さい！

　※キックオフ：有度一Ｇ　　１試合目19:15　２試合目20:05（21:00には照明を消す）

　※キックオフ：飯田中Ｇ　　１試合目19:20　 ２試合目20:10

　※ユニホーム：基本対戦表の前側チーム優先。サブユニホームを常に用意して下さい。

　※車上荒らしがありますので、貴重品は車内に置かないで下さい。

　※各グランドへの車両入場時は、ヘッドライトをスモール又は消灯して下さい。

　　（グランドへ向かってライトは照らさない。眩しいので）
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