
節 月日 キックオフ時間 ホーム アウェイ 試合会場 結果 副審１チーム 副審２チーム 運営責任チーム

13:15 山梨学院大学ペガサス 大月ＦＣモナークス グリーンフールド穂坂 9-0 日川クラブ 玉穂フットボールクラブ 日川クラブ

15:20 山梨学院大学オリオンズ 工友サッカークラブ グリーンフールド穂坂 7-0 韮崎アストロスＦＣ フォルトゥナＳＣ 韮崎アストロスＦＣ

17:25 日川クラブ 玉穂フットボールクラブ グリーンフールド穂坂 4-2 山梨学院大学ペガサス 大月ＦＣモナークス 山梨学院大学ペガサス

19:30 韮崎アストロスＦＣ フォルトゥナＳＣ グリーンフールド穂坂 4-1 山梨学院大学オリオンズ 工友サッカークラブ 山梨学院大学オリオンズ

11:00 工友サッカークラブ 山梨学院大学ペガサス 山梨学院和戸富士見サッカー場 0-5 大月ＦＣモナークス 山梨学院大学オリオンズ 大月ＦＣモナークス

13:15 玉穂フットボールクラブ 韮崎アストロスＦＣ 山梨学院和戸富士見サッカー場 0-6 フォルトゥナＳＣ 日川クラブ フォルトゥナＳＣ

15:30 大月ＦＣモナークス 山梨学院大学オリオンズ 山梨学院和戸富士見サッカー場 0-4 工友サッカークラブ 山梨学院大学ペガサス 工友サッカークラブ

17:45 フォルトゥナＳＣ 日川クラブ 山梨学院和戸富士見サッカー場 1-6 玉穂フットボールクラブ 韮崎アストロスＦＣ 玉穂フットボールクラブ

11:00 山梨学院大学オリオンズ フォルトゥナＳＣ 山梨学院和戸富士見サッカー場 5-1 山梨学院大学ペガサス 玉穂フットボールクラブ 山梨学院大学ペガサス

13:15 韮崎アストロスＦＣ 工友サッカークラブ 山梨学院和戸富士見サッカー場 1-1 日川クラブ 大月ＦＣモナークス 日川クラブ

15:30 山梨学院大学ペガサス 玉穂フットボールクラブ 山梨学院和戸富士見サッカー場 1-0 山梨学院大学オリオンズ フォルトゥナＳＣ 山梨学院大学オリオンズ

17:45 日川クラブ 大月ＦＣモナークス 山梨学院和戸富士見サッカー場 11-1 韮崎アストロスＦＣ 工友サッカークラブ 韮崎アストロスＦＣ

13:15 玉穂フットボールクラブ 山梨学院大学オリオンズ グリーンフールド穂坂 1-3 韮崎アストロスＦＣ 大月ＦＣモナークス 韮崎アストロスＦＣ

15:20 工友サッカークラブ 日川クラブ グリーンフールド穂坂 0-10 フォルトゥナＳＣ 山梨学院大学ペガサス フォルトゥナＳＣ

17:25 韮崎アストロスＦＣ 大月ＦＣモナークス グリーンフールド穂坂 12-0 玉穂フットボールクラブ 山梨学院大学オリオンズ 玉穂フットボールクラブ

19:30 フォルトゥナＳＣ 山梨学院大学ペガサス グリーンフールド穂坂 0-2 工友サッカークラブ 日川クラブ 工友サッカークラブ

9:30 韮崎アストロスＦＣ 山梨学院大学ペガサス グリーンフールド穂坂 4-2 山梨学院大学オリオンズ 日川クラブ 山梨学院大学オリオンズ

11:50 フォルトゥナＳＣ 大月ＦＣモナークス グリーンフールド穂坂 3-1 玉穂フットボールクラブ 工友サッカークラブ 玉穂フットボールクラブ

14:10 山梨学院大学オリオンズ 日川クラブ グリーンフールド穂坂 2-0 韮崎アストロスＦＣ 山梨学院大学ペガサス 韮崎アストロスＦＣ

16:30 玉穂フットボールクラブ 工友サッカークラブ グリーンフールド穂坂 2-0 フォルトゥナＳＣ 大月ＦＣモナークス フォルトゥナＳＣ

9:00 大月ＦＣモナークス 玉穂フットボールクラブ 初狩憩いの公園サッカー場 1-0 工友サッカークラブ フォルトゥナＳＣ 工友サッカークラブ

11:15 日川クラブ 山梨学院大学ペガサス 初狩憩いの公園サッカー場 5-1 山梨学院大学オリオンズ 韮崎アストロスＦＣ 山梨学院大学オリオンズ

13:30 工友サッカークラブ フォルトゥナＳＣ 初狩憩いの公園サッカー場 1-3 大月ＦＣモナークス 玉穂フットボールクラブ 大月ＦＣモナークス

15:45 山梨学院大学オリオンズ 韮崎アストロスＦＣ 初狩憩いの公園サッカー場 0-2 日川クラブ 山梨学院大学ペガサス 日川クラブ

9:00 日川クラブ 韮崎アストロスＦＣ 初狩憩いの公園サッカー場 3-4 大月ＦＣモナークス 工友サッカークラブ 大月ＦＣモナークス

11:15 玉穂フットボールクラブ フォルトゥナＳＣ 初狩憩いの公園サッカー場 1-2 山梨学院大学ペガサス 山梨学院大学オリオンズ 山梨学院大学ペガサス

13:30 大月ＦＣモナークス 工友サッカークラブ 初狩憩いの公園サッカー場 1-0 日川クラブ 韮崎アストロスＦＣ 日川クラブ

15:45 山梨学院大学ペガサス 山梨学院大学オリオンズ 初狩憩いの公園サッカー場 3-1 玉穂フットボールクラブ フォルトゥナＳＣ 玉穂フットボールクラブ

9:00 工友ＳＣ 山梨学院大学オリオンズ 敷島総合公園多目的運動場 0-5 フォルトゥナＳＣ 韮崎アストロスＦＣ フォルトゥナＳＣ

11:15 玉穂フットボールクラブ 日川クラブ 敷島総合公園多目的運動場 1-4 大月ＦＣモナークス 山梨学院大学ペガサス 大月ＦＣモナークス

13:30 フォルトゥナＳＣ 韮崎アストロスＦＣ 敷島総合公園多目的運動場 3-4 工友サッカークラブ 山梨学院大学オリオンズ 工友サッカークラブ

15:45 大月ＦＣモナークス 山梨学院大学ペガサス 敷島総合公園多目的運動場 0-8 玉穂フットボールクラブ 日川クラブ 玉穂フットボールクラブ

9:30 韮崎アストロスＦＣ 玉穂フットボールクラブ グリーンフールド穂坂 日川クラブ フォルトゥナＳＣ 日川クラブ

11:50 山梨学院大学オリオンズ 大月ＦＣモナークス グリーンフールド穂坂 山梨学院大学ペガサス 工友サッカークラブ 山梨学院大学ペガサス

14:10 日川クラブ フォルトゥナＳＣ グリーンフールド穂坂 韮崎アストロスＦＣ 玉穂フットボールクラブ 韮崎アストロスＦＣ

16:30 山梨学院大学ペガサス 工友サッカークラブ グリーンフールド穂坂 山梨学院大学オリオンズ 大月ＦＣモナークス 山梨学院大学オリオンズ

9:00 工友サッカークラブ 韮崎アストロスＦＣ 初狩憩いの公園サッカー場 大月ＦＣモナークス 日川クラブ 大月ＦＣモナークス

11:15 玉穂フットボールクラブ 山梨学院大学ペガサス 初狩憩いの公園サッカー場 フォルトゥナＳＣ 山梨学院大学オリオンズ フォルトゥナＳＣ

13:30 大月ＦＣモナークス 日川クラブ 初狩憩いの公園サッカー場 工友サッカークラブ 韮崎アストロスＦＣ 工友サッカークラブ

15:45 フォルトゥナＳＣ 山梨学院大学オリオンズ 初狩憩いの公園サッカー場 玉穂フットボールクラブ 山梨学院大学ペガサス 玉穂フットボールクラブ

9:00 日川クラブ 工友サッカークラブ フォルトゥナ南アルプスプラッツ 山梨学院大学ペガサス フォルトゥナＳＣ 山梨学院大学ペガサス

11:15 大月ＦＣモナークス 韮崎アストロスＦＣ フォルトゥナ南アルプスプラッツ 山梨学院大学オリオンズ 玉穂フットボールクラブ 山梨学院大学オリオンズ

13:30 山梨学院大学ペガサス フォルトゥナＳＣ フォルトゥナ南アルプスプラッツ 日川クラブ 工友サッカークラブ 日川クラブ

15:45 山梨学院大学オリオンズ 玉穂フットボールクラブ フォルトゥナ南アルプスプラッツ 大月ＦＣモナークス 韮崎アストロスＦＣ 大月ＦＣモナークス

9:00 大月ＦＣモナークス フォルトゥナＳＣ 敷島総合公園多目的運動場 工友サッカークラブ 玉穂フットボールクラブ 工友サッカークラブ

11:15 日川クラブ 山梨学院大学オリオンズ 敷島総合公園多目的運動場 山梨学院大学ペガサス 韮崎アストロスＦＣ 山梨学院大学ペガサス

13:30 工友サッカークラブ 玉穂フットボールクラブ 敷島総合公園多目的運動場 大月ＦＣモナークス フォルトゥナＳＣ 大月ＦＣモナークス

15:45 山梨学院大学ペガサス 韮崎アストロスＦＣ 敷島総合公園多目的運動場 日川クラブ 山梨学院大学オリオンズ 日川クラブ

9:00 山梨学院大学ペガサス 日川クラブ 初狩憩いの公園サッカー場 韮崎アストロスＦＣ 山梨学院大学オリオンズ 韮崎アストロスＦＣ

11:15 フォルトゥナＳＣ 工友サッカークラブ 初狩憩いの公園サッカー場 玉穂フットボールクラブ 大月ＦＣモナークス 玉穂フットボールクラブ

13:30 韮崎アストロスＦＣ 山梨学院大学オリオンズ 初狩憩いの公園サッカー場 山梨学院大学ペガサス 日川クラブ 山梨学院大学ペガサス

15:45 玉穂フットボールクラブ 大月ＦＣモナークス 初狩憩いの公園サッカー場 フォルトゥナＳＣ 工友サッカークラブ フォルトゥナＳＣ

フォルトゥナＳＣ 玉穂フットボールクラブ 山梨学院大学オリオンズ 山梨学院大学ペガサス 山梨学院大学オリオンズ

工友サッカークラブ 大月ＦＣモナークス 韮崎アストロスＦＣ 日川クラブ 韮崎アストロスＦＣ

山梨学院大学オリオンズ 山梨学院大学ペガサス フォルトゥナＳＣ 玉穂フットボールクラブ フォルトゥナＳＣ

韮崎アストロスＦＣ 日川クラブ 工友サッカークラブ 大月ＦＣモナークス 工友サッカークラブ
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【２０１７年度　山梨県サッカーリーグ　１部　試合日程　】

前期1節 4月16日（日）

前期２節 4月30日（日）

前期３節 5月14日（日）

前期４節 5月21日（日）

前期５節 5月28日（日）

前期６節 6月25日（日）

前期７節 7月9日（日）

後期１節 7月23日（日）

後期２節 7月30日（日）

後期６節 10月1日（日）

後期７節 10月8日（日）

後期３節 8月27日（日）

後期４節 9月10日（日）

後期５節 9月24日（日）


