
♔第１０回 曽谷杯 対戦スケジュール♔

会場 時間 会場 時間 会場 時間 会場 時間

曽谷 10：00～ FC鬼高　 - 信篤FC 六実 9：00～ FC鬼高　 - 国分SC 富美浜 9：00～ 信篤FC - 高根東SSS 六実PM 13：00～ 市川真間SC - FC鬼高　

曽谷 11：00～ 市川真間SC　 - 国分SC 六実 10：00～ 明海FC - 高根東SSS 富美浜 10：00～ 市川真間SC　 - 曽谷SC 六実PM 14：00～ 明海FC - 富美浜SC

曽谷 12：00～ 市川K・I FC　 - 高根東SSS 六実 11：00～ 信篤FC - 六実SC 富美浜 11：00～ 富美浜SC - 六実SC 六実PM 15：00～ 市川K・I FC　 - 六実SC

曽谷 13：00～ 明海FC - 六実SC 稲越PM 13：00～ 市川真間SC　 - 大和田SC 富美浜 13：00～ 曽谷SC - 富美浜SC 曽谷PM 13：00～ 高根東SSS - 大和田SC

曽谷 14：00～ 大柏SC - 富美浜SC 稲越PM 14：00～ 市川K・I FC　 - 大柏SC 稲越PM 13：00～ FC鬼高　 - 大柏SC 曽谷PM 14：00～ 国分SC - 大柏SC

曽谷 15：00～ 曽谷SC - 大和田SC 稲越PM 15：00～ 市川真間SC　 - 市川K・I FC　 稲越PM 14：00～ 明海FC - 国分SC 曽谷PM 15：00～ 信篤FC - 曽谷SC

- - 稲越PM 15：00～ 市川K・I FC　 - 大和田SC -

会場 時間 会場 時間 会場 時間 会場 時間

稲越 9：00～ FC鬼高　 - 高根東SSS 稲越 9：00～ FC鬼高　 - 曽谷SC 曽谷 9：00～ FC鬼高　 - 明海FC 曽谷 9：00～ FC鬼高　 - 六実SC

稲越 10：00～ 市川真間SC　 - 大柏SC 稲越 10：00～ 市川真間SC　 - 六実SC 曽谷 10：00～ 市川K・I FC　 - 信篤FC 曽谷 10：00～ 高根東SSS - 大柏SC

稲越 11：00～ 明海FC - 信篤FC 稲越 11：00～ 明海FC - 大和田SC 曽谷 11：00～ 国分SC - 富美浜SC 曽谷 11：00～ 六実SC - 国分SC

稲越 12：00～ 大和田SC - 富美浜SC 稲越 12：00～ 信篤FC - 大柏SC 曽谷 12：00～ 六実SC - 大和田SC 曽谷 12：00～ 明海FC - 曽谷SC

稲越 13：00～ 曽谷SC - 六実SC 稲越 13：00～ 高根東SSS - 国分SC 曽谷 13：00～ 大柏SC - 曽谷SC -

稲越 14：00～ 市川K・I FC　 - 国分SC 稲越 14：00～ 市川真間SC　 - 高根東SSS - -

- 稲越 15：00～ 市川K・I FC　 - 富美浜SC - -

会場 時間 会場 時間 会場 時間 会場 時間

稲越PM 13：00～ 市川真間SC　 - 信篤FC 稲越 9：00～ FC鬼高　 - 大和田SC 曽谷 市川K・I FC　 - FC鬼高　 曽谷 後日調整 大和田SC - 大柏SC

稲越PM 14：00～ 高根東SSS - 富美浜SC 稲越 10：00～ 市川真間SC　 - 富美浜SC 曽谷 市川真間SC　 - 明海FC

稲越PM 15：00～ 市川K・I FC　 - 明海FC 稲越 11：00～ 明海FC - 大柏SC 曽谷 信篤FC - 富美浜SC

- 稲越 12：00～ 信篤FC - 国分SC 曽谷 国分SC - 大和田SC FC鬼高　 - 富美浜SC

- 稲越 13：00～ 高根東SSS - 六実SC 曽谷 六実SC - 大柏SC 信篤FC - 大和田SC

- 稲越 14：00～ 市川K・I FC　 - 曽谷SC 曽谷 高根東SSS - 曽谷SC 国分SC - 曽谷SC

　　※試合順は第10節終了時に決定します。

※後日調整

第１１節（最終）

２月８日（第２日曜日） ※閉会式

※後日調整

※後日調整

12月14日

第９節

１２月１３日（第２土曜日）

第１０節

１２月２３日（第４火曜日 祝日）

第７節

１１月９日（第２日曜日）

第８節

１１月２９日（第５土曜日）

第５節

９月１５日（第３月曜日 祝日）

第６節

１１月３日（第１月曜日 祝日）

第３節

７月２６日（第４土曜日）

第４節

９月６日（第１土曜日）

第１節

６月８日（第２日曜日） ※開会式

第２節

６月１４日（第２土曜日）


