
節 会場担当 施設料（円） ペイント マッチNo kick off 主審（3級） 副審（2名） 第4審 記録運営

1 10:00 諏訪二葉 vs 松商学園 シュロス 東海第三 シュロス 東海第三

2 12:00 タフィタ vs アンテロープ 諏訪二葉 松商学園 諏訪二葉 松商学園

3 14:00 シュロス vs 東海第三 タフィタ アンテロープ タフィタ アンテロープ

4 10:00 東海第三 vs タフィタ アンテロープ 諏訪二葉 アンテロープ 諏訪二葉

5 12:00 シュロス vs 松商学園 東海第三 タフィタ 東海第三 タフィタ

6 14:00 アンテロープ vs 諏訪二葉 シュロス 松商学園 シュロス 松商学園

7 10:00 松商学園 vs 東海第三 タフィタ 諏訪二葉 タフィタ 諏訪二葉

8 12:00 シュロス vs アンテロープ 松商学園 東海第三 松商学園 東海第三

9 14:00 タフィタ vs 諏訪二葉 シュロス アンテロープ シュロス アンテロープ

10 10:00 アンテロープ vs 松商学園 諏訪二葉 東海第三 諏訪二葉 東海第三

11 12:00 シュロス vs タフィタ アンテロープ 松商学園 アンテロープ 松商学園

12 14:00 諏訪二葉 vs 東海第三 シュロス タフィタ シュロス タフィタ

13 10:00 諏訪二葉 vs シュロス アンテロープ 東海第三 アンテロープ 東海第三

14 12:00 松商学園 vs タフィタ 諏訪二葉 シュロス 諏訪二葉 シュロス

15 14:00 アンテロープ vs 東海第三 松商学園 タフィタ 松商学園 タフィタ

16 10:00 アンテロープ vs シュロス 諏訪二葉 タフィタ 諏訪二葉 タフィタ

17 12:00 東海第三 vs 松商学園 アンテロープ シュロス アンテロープ シュロス

18 14:00 諏訪二葉 vs タフィタ 東海第三 松商学園 東海第三 松商学園

19 10:00 タフィタ vs 東海第三 シュロス 松商学園 シュロス 松商学園

20 12:00 諏訪二葉 vs アンテロープ タフィタ 東海第三 タフィタ 東海第三

21 14:00 シュロス vs 松商学園 諏訪二葉 アンテロープ 諏訪二葉 アンテロープ

22 10:00 東海第三 vs アンテロープ タフィタ 松商学園 タフィタ 松商学園

23 12:00 シュロス vs 諏訪二葉 東海第三 アンテロープ 東海第三 アンテロープ

24 14:00 タフィタ vs 松商学園 シュロス 諏訪二葉 シュロス 諏訪二葉

25 10:00 タフィタ vs シュロス アンテロープ 松商学園 アンテロープ 松商学園

26 12:00 東海第三 vs 諏訪二葉 タフィタ シュロス タフィタ シュロス

27 14:00 アンテロープ vs 松商学園 東海第三 諏訪二葉 東海第三 諏訪二葉

28 10:00 東海第三 vs シュロス 松商学園 諏訪二葉 松商学園 諏訪二葉

29 12:00 アンテロープ vs タフィタ 東海第三 シュロス 東海第三 シュロス

30 14:00 松商学園 vs 諏訪二葉 アンテロープ タフィタ アンテロープ タフィタ

【会場情報】
略式（4文字まで） 正式名称
大町 更衣室有 駐車場有
あがた 更衣室なし 駐車場有
小坂田 更衣室なし 駐車場有
中スポ 駐車場有
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塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 塩尻市広丘高出194

大町市常盤5638-44大町市運動公園サッカー場

7月24日 日

主な設備住所

松本市県1丁目3番29号あがた運動公園多目的広場
塩尻市小坂田公園多目的運動場 塩尻市塩尻町1080

４/６　訂正版


