
節 日付 日付 節

7/28 両河内M 江尻Ｓ 駒越不二見 清水北 両河内 プエルトGP 辻 蒲原 飯田A 興津A 庵原 入江Ｂ 7/28

未定 有度一 プエルトP 清水北F 袖師α 三保A 小島 飯田Ｂ 興津Ｓ PAPAS-P 岡A 岡Ｂ 三保Ｂ 未定

8/4 入江Ｂ プエルトP 駒越不二見 岡Ｂ 岡A 三保A 小島 興津A 8/4

未定 清水北 庵原 Ｐ袖師 有度一 PAPAS-P 辻 入江A 蒲原 未定

8/25 Ｐ袖師 プエルトP 小島 入江A 三保Ｂ 清水北 興津Ｓ 袖師α 蒲原 PAPAS-P 両河内M 飯田Ｂ 8/25

未定 プエルトGP 江尻Ｓ 清水北F 両河内 三保A 興津A 駒越不二見 入江Ｂ 飯田A 岡A 有度一 庵原 未定

9/1 袖師α プエルトGP 江尻Ｓ 清水北F 入江A 三保A 興津Ｓ 両河内M 興津A PAPAS-P 岡Ｂ 庵原 9/1

(9/29) プエルトP 三保Ｂ 駒越不二見 有度一 岡A 辻 両河内 飯田B 小島 飯田A 入江Ｂ Ｐ袖師 (9/29)

9/8 プエルトP 岡Ｂ 入江Ｂ 清水北 飯田Ｂ プエルトGP 興津Ｓ 清水北F Ｐ袖師 駒越不二見 蒲原 飯田A 9/8

(9/29) 三保Ｂ 庵原 江尻Ｓ 袖師α 三保A 辻 両河内M 両河内 PAPAS-P 小島 興津A 入江A (9/29)

9/15 清水北F 両河内M 飯田A 辻 蒲原 三保A 興津A 岡A 袖師α 飯田Ｂ 江尻Ｓ 両河内 9/15

(9/29) 岡Ｂ 入江Ｂ 清水北 有度一 Ｐ袖師 三保Ｂ プエルトGP 興津Ｓ 入江A PAPAS-P 庵原 駒越不二見 (9/29)

10/6 清水北F プエルトGP 入江Ｂ 有度一 三保Ｂ 駒越不二見 両河内 興津Ｓ 岡A 入江A 江尻Ｓ 飯田Ｂ 10/6

(10/27) プエルトP 清水北 袖師α 両河内M 三保A 飯田A 辻 興津A 岡Ｂ Ｐ袖師 蒲原 小島 (10/27)

10/13 庵原 プエルトP 清水北 Ｐ袖師 有度一 岡Ｂ PAPAS-P 三保A 辻 小島 両河内 袖師α 10/13

(10/27) プエルトGP 両河内M 入江A 飯田A 飯田Ｂ 清水北F 三保Ｂ 入江Ｂ 興津S 江尻Ｓ 岡A 蒲原 (10/27)

10/20 庵原 Ｐ袖師 有度一 三保Ｂ 小島 岡A 飯田A PAPAS-P 10/20

(10/27) プエルトP 駒越不二見 清水北 岡Ｂ 興津A 蒲原 辻 入江A (10/27)

① （　）内は予備日です。　 ⑧ ユニフォームの色系が近い場合は左側のチームが１ｓｔユニフォームを着用する。

② 他の予備日　11/10、11/17、11/24、12/8 ⑨ 記録当番は第２試合の右側のチームが担当する。

③ 上段が第１試合（19：00～）、下段が第２試合（20：00～）です。 ⑩ 記録当番は第１・第２試合共結果を記録する。（背番号・得点者氏名確認必須）

④ 第１試合の両チームは会場準備の協力をお願いします。 ⑪ 記録当番は結果報告書を試合当日中に ito.kei@minos.ocn.ne.jp にメール送信すること。

⑤ 会場責任者は試合時間を考慮し照明を点灯する、またコーナーフラッグは必ず設置すること。 ⑫ 天候等による試合の有無は、各チームから会場責任者へ確認する。（最終決定18：00）

⑥ 第１試合は19：00～19：55、第２試合は20：00～20：55の範囲内で行う。（50分ゲーム） ⑬ 試合を中止した会場責任者は、リーグ戦担当役員（伊藤）に連絡する。

⑦ 審判は左側のチームが主審・副審２名計３名で行い、審判着着用は必須です。（Ｓ４級以上）
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