
節 日にち Kick Off 会場 主審 副審１ 副審２

4月9日(土) 9:30 茂原北陵 成田国際 茂原北陵 東海大望洋東海大望洋東海大望洋

4月10日(日) 11:30 県立船橋 芝浦工大柏 船橋東 柏陵 柏陵 柏陵

4月10日(日) 9:30 船 橋 東 柏  　陵 船橋東 県立船橋 県立船橋 県立船橋

4月10日(日) 11:30 木 更 津 市 原 緑 東邦 ＦＣ幕張 ＦＣ幕張 ＦＣ幕張

4月9日(土) 11:30 東海大望洋 佐　　原 茂原北陵 茂原北陵 茂原北陵 茂原北陵

4月10日(日) 9:30 東　　邦 ＦＣ幕張 東邦 市原緑 市原緑 市原緑

4月17日(日) 11:30 茂原北陵 芝浦工大柏 東邦 東邦 東邦 東邦

4月16日(土) 12:00 成田国際 柏  　陵 船橋東 佐原 佐原 佐原

4月23日(土) 11:30 県立船橋 市 原 緑 木更津 木更津 木更津 木更津

4月16日(土) 10:00 船 橋 東 佐　　原 船橋東 成田国際 成田国際 成田国際

4月23日(土) 9:30 木 更 津 ＦＣ幕張 木更津 市原緑 市原緑 市原緑

4月17日(日) 9:30 東海大望洋 東　　邦 東邦 芝浦工大柏芝浦工大柏芝浦工大柏

6月25日(土) 9:30 茂原北陵 柏  　陵 茂原北陵 東海大望洋東海大望洋東海大望洋

6月26日(日) 11:30 芝浦工大柏 市 原 緑 東邦 東邦 東邦 東邦

6月15日(水) 9:30 成田国際 佐　　原 成田国際 県立船橋 県立船橋 県立船橋

6月15日(水) 11:30 県立船橋 ＦＣ幕張 成田国際 佐原 佐原 佐原

6月26日(日) 9:30 船 橋 東 東　　邦 東邦 芝浦工大柏芝浦工大柏芝浦工大柏

6月25日(土) 11:30 木 更 津 東海大望洋 茂原北陵 茂原北陵 茂原北陵 茂原北陵

7月16日(土) 9:30 茂原北陵 市 原 緑 茂原北陵 柏陵 柏陵 柏陵

7月16日(土) 11:30 柏  　陵 佐　　原 茂原北陵 市原緑 市原緑 市原緑

7月17日(日) 11:30 芝浦工大柏 ＦＣ幕張 東邦 成田国際 成田国際 成田国際

7月17日(日) 9:30 成田国際 東　　邦 東邦 ＦＣ幕張 ＦＣ幕張 ＦＣ幕張

7月16日(土) 11:30 県立船橋 東海大望洋 船橋東 船橋東 船橋東 船橋東

7月16日(土) 9:30 船 橋 東 木 更 津 船橋東 県立船橋 県立船橋 県立船橋

8月11日(木) 9:30 茂原北陵 佐　　原 茂原北陵 東海大望洋東海大望洋東海大望洋

8月11日(木) 9:30 市 原 緑 ＦＣ幕張 市原緑 木更津 木更津 木更津

8月11日(木) 9:30 柏  　陵 東　　邦 東邦 船橋東 船橋東 船橋東

8月11日(木) 11:30 芝浦工大柏 東海大望洋 茂原北陵 佐原 佐原 佐原

8月11日(木) 11:30 成田国際 木 更 津 市原緑 ＦＣ幕張 ＦＣ幕張 ＦＣ幕張

8月11日(木) 11:30 県立船橋 船 橋 東 東邦 東邦 東邦 東邦

8月27日(土) 9:30 茂原北陵 ＦＣ幕張 茂原北陵 市原緑 市原緑 市原緑

8月28日(日) 9:30 佐　　原 東　　邦 東邦 成田国際 成田国際 成田国際

8月27日(土) 11:30 市 原 緑 東海大望洋 茂原北陵 茂原北陵 茂原北陵 茂原北陵

8月27日(土) 15:30 柏  　陵 木 更 津 芝浦工大柏 芝浦工大柏芝浦工大柏芝浦工大柏

8月27日(土) 13:30 芝浦工大柏 船 橋 東 芝浦工大柏 柏陵 柏陵 柏陵

8月28日(日) 11:30 成田国際 県立船橋 東邦 佐原 佐原 佐原
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節 日にち Kick Off 会場 主審 副審１ 副審２

9月4日(日) 9:30 茂原北陵 東　　邦 東邦 柏陵 柏陵 柏陵

9月4日(日) 15:30 ＦＣ幕張 東海大望洋 芝浦工大柏 芝浦工大柏芝浦工大柏芝浦工大柏

9月3日(土) 10:00 佐　　原 木 更 津 木更津 船橋東 船橋東 船橋東

9月3日(土) 12:00 市 原 緑 船 橋 東 木更津 木更津 木更津 木更津

9月4日(日) 11:30 柏  　陵 県立船橋 東邦 茂原北陵 茂原北陵 茂原北陵

9月4日(日) 13:30 芝浦工大柏 成田国際 芝浦工大柏 東海大望洋東海大望洋東海大望洋

9月18日(日) 9:30 茂原北陵 東海大望洋 茂原北陵 ＦＣ幕張 ＦＣ幕張 ＦＣ幕張

9月11日(日) 9:30 東　　邦 木 更 津 東邦 芝浦工大柏芝浦工大柏芝浦工大柏

9月18日(日) 11:30 ＦＣ幕張 船 橋 東 茂原北陵 茂原北陵 茂原北陵 茂原北陵

9月19日(月) 11:30 佐　　原 県立船橋 市原緑 成田国際 成田国際 成田国際

9月19日(月) 9:30 市 原 緑 成田国際 市原緑 県立船橋 県立船橋 県立船橋

9月11日(日) 11:30 柏  　陵 芝浦工大柏 東邦 東邦 東邦 東邦

9月22日(木) 9:30 茂原北陵 木 更 津 茂原北陵 市原緑 市原緑 市原緑

9月22日(木) 11:30 東海大望洋 船 橋 東 東邦 県立船橋 県立船橋 県立船橋

9月22日(木) 9:30 東　　邦 県立船橋 東邦 船橋東 船橋東 船橋東

9月25日(日) 11:30 ＦＣ幕張 成田国際 芝浦工大柏 佐原 佐原 佐原

9月25日(日) 9:30 佐　　原 芝浦工大柏 芝浦工大柏 成田国際 成田国際 成田国際

9月22日(木) 11:30 市 原 緑 柏  　陵 茂原北陵 木更津 木更津 木更津

10月1日(土) 9:30 茂原北陵 船 橋 東 茂原北陵 東海大望洋東海大望洋東海大望洋

10月1日(土) 10:30 木 更 津 県立船橋 木更津 市原緑 市原緑 市原緑

10月1日(土) 11:30 東海大望洋 成田国際 茂原北陵 船橋東 船橋東 船橋東

11月3日(水) 9:30 東　　邦 芝浦工大柏 東邦 柏陵 柏陵 柏陵

11月3日(水) 11:30 ＦＣ幕張 柏  　陵 東邦 東邦 東邦 東邦

10月1日(土) 12:30 佐　　原 市 原 緑 木更津 木更津 木更津 木更津

12月23日(金) 10:30 茂原北陵 県立船橋 茂原北陵 ＦＣ幕張 ＦＣ幕張 ＦＣ幕張

12月23日(金) 11:30 船 橋 東 成田国際 東邦 東邦 東邦 東邦

12月23日(金) 9:30 木 更 津 芝浦工大柏 芝浦工大柏 柏陵 柏陵 柏陵

12月23日(金) 11:30 東海大望洋 柏  　陵 芝浦工大柏 芝浦工大柏芝浦工大柏芝浦工大柏

12月23日(金) 9:30 東　　邦 市 原 緑 東邦 成田国際 成田国際 成田国際

12月23日(金) 12:30 ＦＣ幕張 佐　　原 茂原北陵 県立船橋 県立船橋 県立船橋
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