
① ⽇時 会場 ⑧ ⽇時 会場
9:00〜 犀陵中 昭和ＦＣ 4⽉15⽇ 9:00〜 中野平中 昭和ＦＣ 8⽉11⽇
11:00〜 ⻑野ガーフ みゆき野 4⽉15⽇ 11:00〜 ⻑野ガーフ ⻑野北部 8⽉11⽇
9:00〜 広徳中 三陽中 4⽉22⽇ 9:00〜 犀陵中 広徳中 7⽉22⽇
11:00〜 ⻑野ガーフ 昭和ＦＣ 4⽉22⽇ 11:00〜 三陽中 みゆき野 7⽉22⽇

② ⽇時 会場 ⑨ ⽇時 会場
9:00〜 広徳中 昭和ＦＣ 4⽉30⽇ 9:00〜 犀陵中 ⻑野ガーフ 7⽉29⽇
11:00〜 犀陵中 三陽中 4⽉30⽇ 11:00〜 昭和ＦＣ みゆき野 7⽉29⽇
9:00〜 ⻑野北部 みゆき野 4⽉30⽇ 9:00〜 広徳中 ⻑野北部 7⽉29⽇
11:00〜 中野平中 ⻑野ガーフ 4⽉30⽇ 11:00〜 中野平中 三陽中 7⽉29⽇

③ ⽇時 会場 ⑩ ⽇時 会場
9:00〜 犀陵中 広徳中 5⽉3⽇ 9:00〜 犀陵中 昭和ＦＣ 9⽉3⽇
11:00〜 中野平中 三陽中 5⽉3⽇ 11:00〜 中野平中 ⻑野ガーフ 9⽉3⽇
9:00〜 ⻑野ガーフ ⻑野北部 5⽉3⽇ 9:00〜 三陽中 ⻑野北部 8⽉6⽇
11:00〜 昭和ＦＣ みゆき野 5⽉3⽇ 11:00〜 広徳中 みゆき野 8⽉6⽇

④ ⽇時 会場 ⑪ ⽇時 会場
9:00〜 中野平中 昭和ＦＣ 5⽉6⽇ 9:00〜 昭和ＦＣ ⻑野北部 8⽉19⽇
11:00〜 犀陵中 ⻑野ガーフ 5⽉6⽇ 11:00〜 犀陵中 三陽中 8⽉19⽇
9:00〜 三陽中 ⻑野北部 5⽉6⽇ 9:00〜 中野平中 みゆき野 8⽉19⽇
11:00〜 広徳中 みゆき野 5⽉6⽇ 11:00〜 広徳中 ⻑野ガーフ 8⽉19⽇

⑤ ⽇時 会場 ⑫ ⽇時 会場
9:00〜 犀陵中 ⻑野北部 5⽉13⽇ 9:00〜 三陽中 ⻑野ガーフ 9⽉9⽇
11:00〜 三陽中 昭和ＦＣ 5⽉13⽇ 11:00〜 広徳中 昭和ＦＣ 9⽉9⽇
9:00〜 広徳中 ⻑野ガーフ 5⽉13⽇ 9:00〜 犀陵中 中野平中 9⽉18⽇
11:00〜 中野平中 みゆき野 5⽉13⽇ 11:00〜 ⻑野北部 みゆき野 9⽉18⽇

⑥ ⽇時 会場 ⑬ ⽇時 会場
9:00〜 中野平中 ⻑野北部 5⽉27⽇ 9:00〜 みゆき野 ⻑野ガーフ 10⽉7⽇
11:00〜 広徳中 みゆき野 5⽉27⽇ 11:00〜 犀陵中 ⻑野北部 10⽉7⽇
9:00〜 三陽中 ⻑野北部 6⽉3⽇ 9:00〜 中野平中 広徳中 10⽉7⽇
11:00〜 犀陵中 中野平中 6⽉3⽇ 11:00〜 三陽中 昭和ＦＣ 10⽉7⽇

⑦ ⽇時 会場 ⑭ ⽇時 会場
9:00〜 犀陵中 みゆき野 6⽉18⽇ 9:00〜 犀陵中 みゆき野 10⽉28⽇

11:00〜 三陽中 ⻑野ガーフ 6⽉18⽇ 11:00〜 中野平中 ⻑野北部 10⽉28⽇

9:00〜 昭和ＦＣ ⻑野北部 6⽉18⽇ 9:00〜 昭和ＦＣ ⻑野ガーフ 10⽉28⽇

11:00〜 広徳中 中野平中 6⽉18⽇ 11:00〜 広徳中 三陽中 10⽉28⽇
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