
２０１６年度　１部リーグ　日程表
月日 会場 ホーム ビジター 運営 審判 運営責任

1 備後クラブ F・S・C 備後クラブ ライノ
2 GLARE 福山消防 F・S・C 赤坂

4月3日 3 ライノ 常石 備後クラブ 備後クラブ
4 赤坂 松永 PERITO 福山消防
5 PERITO 福山クラブ 福山クラブ 常石
1 ライノ 福山教員 ライノ 福山クラブ
2 福山消防 PERITO 福山教員 赤坂 ライノ

4月17日 3 福山クラブ 備後クラブ ライノ
4 常石 赤坂 福山消防
5 松永 GLARE 備後クラブ

6 F・S・C リベロ 常石 常石
4月17日

F・S・C
リベロ
福山消防

6 福山消防 ライノ ライノ 松永
4月24日 福山消防

7 PERITO 福山教員 PERITO リベロ
福山教員
福山クラブ

6 福山クラブ 赤坂 赤坂 PERITO
5月8日 福山クラブ

7 GLARE F・S・C GLARE 備後クラブ
F・S・C

1 福山教員 リベロ 福山教員 福山クラブ
2 リベロ ③部

5月15日 3 福山クラブ ライノ 福山教員 福山教員
4 ③部
5 常石 PERITO 松永

6 ③部
5月15日 ③部

7 松永 備後クラブ 松永 常石
備後クラブ

1 福山消防 福山クラブ 福山消防 福山教員
2 赤坂 PERITO 福山クラブ F・S・C

5月29日 3 福山教員 松永 福山消防 福山消防
4 常石 F・S・C GLARE PERITO
5 GLARE ライノ ライノ 松永

備後クラブ
6 備後クラブ 常石 常石 福山クラブ

6月5日 備後クラブ
7 リベロ 松永 リベロ ライノ

松永
1 松永 PERITO 松永 常石
2 ライノ F・S・C PERITO 赤坂 松永

6月19日 3 GLARE 常石 松永
4 福山教員 赤坂 F・S・C
5 リベロ 福山クラブ GLARE

6 備後クラブ 福山消防 福山教員 福山教員
6月19日

備後クラブ
福山消防

1 赤坂 GLARE 赤坂 備後クラブ
2 ライノ PERITO GLARE F・S・C

6月26日 3 備後クラブ リベロ 赤坂 赤坂
4 松永 F・S・C 常石 PERITO
5 常石 福山教員 福山教員 リベロ
1 GLARE 福山教員 GLARE リベロ
2 福山教員 ③部

7月31日 3 福山消防 リベロ GLARE GLARE
4 F・S・C ③部
5 F・S・C 赤坂 赤坂 福山消防

手城

③部

手城

日化
ナイター

第１試合    9:30～　　 第２試合 　11:00～　　 第３試合 　12:30～　　 第４試合 　14:00～
第５試合   15:30～　　 第６試合 　17:50～　　 第７試合 　19:15～　　
※同日会場での日中・ナイターの場合は第６試合の開始時間を17：00、第７試合の開始時間を18：30とする。
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２０１６年度　１部リーグ　日程表
月日 会場 ホーム ビジター 運営 審判 運営責任

PERITO
2 PERITO リベロ リベロ 常石

8月7日 3 備後クラブ GLARE 赤坂 PERITO
4 松永 常石 松永 PERITO

常石
1 ライノ 松永 ライノ 福山教員
2 F・S・C PERITO 松永 GLARE ライノ

8月21日 3 福山教員 備後クラブ ライノ
4 福山クラブ GLARE リベロ
5 福山消防 赤坂 備後クラブ

6 常石 リベロ 福山クラブ 福山クラブ
8月21日

常石
リベロ
F・S・C

2 F・S・C 福山消防 福山消防 ライノ
8月28日 3 福山クラブ 福山教員 GLARE F・S・C

4 ライノ 赤坂 ライノ F・S・C
赤坂
PERITO

2 PERITO 備後クラブ 備後クラブ F・S・C
9月11日 3 GLARE リベロ 福山教員 PERITO

4 F・S・C 福山クラブ 福山教員 PERITO
5 福山教員 福山消防 福山消防 GLARE
1 リベロ 赤坂 リベロ 福山消防
2 備後クラブ ライノ 赤坂 福山クラブ

9月25日 3 福山消防 常石 リベロ リベロ
4 福山クラブ 松永 福山クラブ 備後クラブ

松永
1 常石 福山クラブ 常石 松永
2 備後クラブ 赤坂 福山クラブ 福山教員 常石

10月16日 3 松永 福山消防 常石
4 F・S・C 福山教員 PERITO
5 ライノ リベロ 福山消防

6 GLARE PERITO F・S・C F・S・C
10月16日

GLARE
PERITO

びんご
競技場

※同日会場での日中・ナイターの場合は第６試合の開始時間を17：00、第７試合の開始時間を18：30とする。

第１試合    9:30～　　 第２試合 　11:00～　　 第３試合 　12:30～　　 第４試合 　14:00～
第５試合   15:30～　　 第６試合 　17:50～　　 第７試合 　19:15～　　
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