
4/17改訂
節 マッチNo kick off 会場当番 主審（3級） 副審（2名） 第4審 記録運営

1 10:00 ロゼッタ vs 東海諏訪 松商 大町 松商 大町
2 12:00 松商 諏訪二葉 vs アンテ ロゼッタ 東海諏訪 ロゼッタ 東海諏訪
3 14:00 松商 vs 大町 諏訪二葉 アンテ 諏訪二葉 アンテ
4 10:00 アンテ vs シュロス ロゼッタ 諏訪二葉 ロゼッタ 諏訪二葉
5 12:00 ロゼッタ 東海諏訪 vs 松商 アンテ シュロス アンテ シュロス
6 14:00 ロゼッタ vs 諏訪二葉 東海諏訪 松商 東海諏訪 松商
1 10:00 諏訪二葉 vs アンテ ロゼッタ 東海諏訪 ロゼッタ 東海諏訪
2 12:00 東海諏訪 松商 vs 大町 諏訪二葉 アンテ 諏訪二葉 アンテ
3 14:00 ロゼッタ vs 東海諏訪 松商 大町 松商 大町
7 10:00 大町 vs 東海諏訪 諏訪二葉 松商 諏訪二葉 松商
8 12:00 諏訪二葉 ロゼッタ vs シュロス 大町 東海諏訪 大町 東海諏訪
9 14:00 諏訪二葉 vs 松商 ロゼッタ シュロス ロゼッタ シュロス
10 10:00 アンテ vs ロゼッタ シュロス 松商 シュロス 松商
11 12:00 シュロス 大町 vs 諏訪二葉 アンテ ロゼッタ アンテ ロゼッタ
12 14:00 シュロス vs 松商 大町 諏訪二葉 大町 諏訪二葉
13 10:00 シュロス vs 大町 松商 アンテ 松商 アンテ
14 12:00 松商 東海諏訪 vs 諏訪二葉 シュロス 大町 シュロス 大町
15 14:00 松商 vs アンテ 東海諏訪 諏訪二葉 東海諏訪 諏訪二葉
16 10:00 松商 vs ロゼッタ アンテ 大町 アンテ 大町
17 12:00 アンテ シュロス vs 東海諏訪 松商 ロゼッタ 松商 ロゼッタ
18 14:00 アンテ vs 大町 シュロス 東海諏訪 シュロス 東海諏訪
19 10:00 諏訪二葉 vs シュロス 大町 ロゼッタ 大町 ロゼッタ
20 12:00 大町 東海諏訪 vs アンテ 諏訪二葉 シュロス 諏訪二葉 シュロス
21 14:00 大町 vs ロゼッタ 東海諏訪 アンテ 東海諏訪 アンテ
22 10:00 前期5位 vs 前期7位 前期2位 前期3位 前期2位 前期3位
23 12:00 前期2位 前期1位 vs 前期4位 前期5位 前期7位 前期5位 前期7位
24 14:00 前期2位 vs 前期3位 前期1位 前期4位 前期1位 前期4位
25 10:00 前期6位 vs 前期7位 前期4位 前期2位 前期4位 前期2位
26 12:00 前期4位 前期3位 vs 前期1位 前期6位 前期7位 前期6位 前期7位
27 14:00 前期4位 vs 前期2位 前期3位 前期1位 前期3位 前期1位
28 10:00 前期3位 vs 前期4位 前期5位 前期6位 前期5位 前期6位
29 12:00 前期6位 前期1位 vs 前期2位 前期3位 前期4位 前期3位 前期4位
30 14:00 前期5位 vs 前期6位 前期1位 前期2位 前期1位 前期2位
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