
節 日付

5/11 庵原 0-1 プエルトＰ 飯田A 1-1 三保A 興津A 0-1 岡A

入江B 2-2 江尻シニア 清水北 2-2 三保B 辻 3-3 小島

清水北FC 2-1 蒲原 プエルトGP 1-3 興津シニア Ｐ袖師 3-1 飯田Ｂ

岡Ｂ 1-1 入江A 有度一 0-1 PAPAS-P 両河内Ｍ 0-1 袖師α

5/25 江尻シニア 0-3 Ｐ袖師 入江B 1-1 両河内M 袖師α 1-2 興津シニア

蒲原 2-0 プエルトＰ 両河内 1-1 清水北FC 飯田B 1-1 プエルトGP

庵原 2-0 清水北 三保B 2-2 岡B PAPAS-P 9-1 小島

岡A 1-2 有度一 興津A 3-3 三保A 飯田A 5-0 辻

6/8 清水北 1-1 プエルトＰ 入江A 3-1 三保B PAPAS-P 8-0 岡A

岡B 4-1 蒲原 三保A 6-0 小島 興津シニア 1-3 Ｐ袖師

有度一 3-1 辻 江尻シニア 1-1 両河内M プエルトGP 3-2 袖師α

入江B 2-2 飯田B 興津A 0-5 飯田A 両河内 2-5 庵原

6/22 飯田B 1-2 両河内M 三保A 5-1 有度一 袖師α 0-2 入江B

清水北 2-1 岡B 岡A 0-5 飯田A 辻 0-6 PAPAS-P

Ｐ袖師 5-0 プエルトGP 小島 1-1 興津A 両河内 2-2 入江A

三保B 0-2 清水北FC 江尻シニア 0-2 興津シニア 蒲原 1-4 庵原

7/6 三保B 1-1 プエルトＰ 有度一 0-4 興津A 飯田A 11-1 小島

プエルトGP 0-10 江尻シニア 岡A 1-2 辻 三保A 1-1 PAPAS-P

清水北FC 2-1 清水北 興津シニア 1-1 両河内M 蒲原 0-2 両河内

Ｐ袖師 4-2 入江B 袖師α 2-2 飯田B 庵原 4-2 入江A

7/20 入江B 10-2 プエルトGP PAPAS-P 1-0 飯田A 辻 2-1 興津A

プエルトＰ 8-0 岡B 清水北FC 1-2 庵原 小島 1-5 有度一

飯田B 1-4 興津シニア 三保A 4-0 岡A 袖師α 1-3 江尻シニア

入江A 3-1 清水北 両河内 6-0 三保B 両河内M 0-2 Ｐ袖師

8/3 プエルトＰ 3-0 清水北FC 辻 0-7 三保A Ｐ袖師 7-1 袖師α

両河内M 2-0 プエルトGP 江尻シニア 6-2 飯田B PAPAS-P 3-0 興津A

飯田A 1-1 有度一 入江A 1-1 蒲原 岡B 2-1 両河内

小島 3-1 岡A 興津シニア 2-0 入江B 庵原 0-3 三保B

10/5 岡B 6-0 庵原

11/30 プエルトＰ 0-3 両河内

入江A 4-0 清水北FC

蒲原 3-0 清水北

10/12 三保B 蒲原

プエルトＰ 入江A

清水北 両河内

清水北FC 岡B
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