
試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判

０９：００ 市川KI ０９：００ 曽　谷 ０９：００ ｱﾚｸﾞﾘ ０９：００ 中　山 ０９：００ ｱﾚｸﾞﾘO ０９：００ 国　分

① 大　柏 福　栄 柏　井 ＭＦＣ 富美浜 市川真間 南行徳 中国分 ＭＦＣ 南行徳 信　篤 ｱﾚｸﾞﾘM ①

塩　浜 市川KI 若　宮 信　篤 南市川 国府台 鬼　高 国　分 若　宮 鬼　高 大　柏 行　徳

１０：００ 塩　浜 １０：００ 百合台 １０：００ 行　徳 １０：００ 菅　野 １０：００ 曽　谷 １０：００ 福　栄

② 市川KI 大　柏 曽　谷 柏　井 ｱﾚｸﾞﾘ 富美浜 中　山 南行徳 ｱﾚｸﾞﾘO ＭＦＣ 国　分 信　篤 ②

福　栄 塩　浜 ＭＦＣ 若　宮 市川真間 南市川 中国分 鬼　高 南行徳 若　宮 ｱﾚｸﾞﾘM 大　柏

１１：１０ 福　栄 １１：００ 信　篤 １１：００ 国府台 １１：００ 国　分 １１：００ 鬼　高 １１：００ 行　徳

③ 大　柏 塩　浜 柏　井 曽　谷 富美浜 ｱﾚｸﾞﾘ 南行徳 中　山 ＭＦＣ ｱﾚｸﾞﾘO 信　篤 国　分 ③

市川KI 福　栄 百合台 ＭＦＣ 行　徳 市川真間 菅　野 中国分 曽　谷 南行徳 福　栄 ｱﾚｸﾞﾘM

１２：１０ 大　柏 １２：００ 若　宮 １２：００ 南市川 １２：００ 鬼　高 １２：００ 若　宮 １２：００ 大　柏

④ 塩　浜 大　柏 曽　谷 柏　井 ｱﾚｸﾞﾘ 富美浜 中　山 南行徳 ｱﾚｸﾞﾘO ＭＦＣ 国　分 信　篤 ④

福　栄 市川KI 信　篤 百合台 国府台 行　徳 国　分 菅　野 鬼　高 曽　谷　行　徳　福　栄

１３：２０ 市川KI １３：００ ＭＦＣ １３：００ 市川真間 １３：００ 中国分 １３：００ 南行徳 １３：００ ｱﾚｸﾞﾘM

⑤ 大　柏 塩　浜 若　宮 曽　谷 南市川 ｱﾚｸﾞﾘ 鬼　高 中　山 若　宮 ｱﾚｸﾞﾘO 大　柏 国　分 ⑤

福　栄 市川KI 百合台 信　篤 行　徳 国府台 菅　野 国　分 曽　谷 鬼　高 福　栄 行　徳

１４：２０ 福　栄 １４：００ 柏　井 １４：００ 富美浜 １４：００ 南行徳 １４：００ ＭＦＣ １４：００ 信　篤

⑥ 塩　浜 大　柏 ＭＦＣ 若　宮 市川真間 南市川 中国分 鬼　高 南行徳 若　宮 ｱﾚｸﾞﾘM 大　柏 ⑥

市川KI 福　栄 信　篤 百合台 国府台 行　徳 国　分 菅　野 鬼　高 曽　谷 行　徳 福　栄

※アレグリＯ；アレグリシモカイ大野　アレグリＭ；アレグリシモカイ宮久保

Ａブロック

　　7　月　４　日　（土）

大野会場

試合・審判一覧表　　

菅野会場曽谷会場 信篤会場稲越会場 大洲会場

Ｃブロック



　　

試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判

０９：００ 菅　野 １３：００ 市川真間 ０９：００ Ｃ一位 ０９：００ 市川KI １０：００ 塩　浜 ０９：００ 行徳Ｇ

① 中　山 中国分 大和田 大和田 Ａ一位 Ｄ一位 鬼　高 信篤Ｂ ＭＦＣ 行徳Ｗ 南行徳 柏　井 ①

百合台 国府台 柏　井 柏　井 Ｂ一位 Ｅ一位 百合台 市川KI 福　栄 富美浜 中　山 大和田

１０：００ 富美浜 １４：１０ 柏　井 １０：００ Ｆ一位 ０９：５０ 百合台 １０：５０ 北　方 ０９：５０ 信篤Ｒ

② 菅　野 中　山 大和田 大和田 Ｄ一位 Ａ一位 市川KI 鬼　高 塩　浜 ＭＦＣ 行徳Ｇ 南行徳 ②

中国分 百合台 市川真間 市川真間 Ｅ一位 Ｂ一位 信篤Ｂ 百合台 行徳Ｗ 福　栄 柏　井 中　山

１１：００ 国府台 １５：２０ 大和田 １１：００ Ｇ一位 １０：５０ 信篤Ｂ １１：４０ 富美浜 １０：４０ 大和田

③ 中　山 菅　野 柏　井 柏　井 Ａ一位 Ｄ一位 鬼　高 百合台 ＭＦＣ 塩　浜 南行徳 行徳Ｇ ③

富美浜 中国分 市川真間 市川真間 Ｃ一位 Ｅ一位 市川KI 信篤Ｂ 北　方 行徳Ｗ 信篤Ｒ 柏　井

１２：００ 百合台 １２：００ Ｂ一位 １１：４０ 鬼　高 １２：３０ 福　栄 １１：３０ 中　山

④ 菅　野 中　山 Ｆ一位 Ａ一位 百合台 鬼　高 塩　浜 ＭＦＣ 行徳Ｇ 南行徳 ④

国府台 富美浜 Ｇ一位 Ｃ一位 信篤Ｂ 市川KI 富美浜 北　方 大和田 信篤Ｒ

１３：００ 中国分 １３：００ Ｅ一位 １２：４０ 市川KI １３：２０ 行徳Ｗ １２：２０ 柏　井

⑤ 百合台 菅　野 Ｂ一位 Ｆ一位 鬼　高 百合台 福　栄 塩　浜 中　山 行徳Ｇ ⑤

富美浜 国府台 Ｃ一位 Ｇ一位 信篤Ｂ 市川KI 北　方 富美浜 信篤Ｒ 大和田

１４：００ 中山 １３：３０ 信篤Ｂ １４：１０ ＭＦＣ １３：１０ 南行徳

⑥ 中国分 百合台 百合台 鬼　高 行徳Ｗ 福　栄 柏　井 中　山 ⑥

国府台 富美浜 市川KI 信篤Ｂ 富美浜 北　方 大和田 信篤Ｒ

7月４日（土） ７月１1日（土）

試合・審判一覧表　　

柏井会場富美浜会場 塩焼会場

Ｃブロック

稲越会場百合台会場 北方会場

Ｃブロック Ｄブロック

※信篤Ｂ；信篤ＦＣブルー　信篤Ｒ；信篤ＦＣレッド　行徳Ｇ；行徳ＳＣグリーン　行徳Ｗ；行徳ＳＣホワイト



試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判

０９：００ 若　宮 ０９：００ 国府台 ０９：００ 百合台 ０９：００ 南行徳 ０９：００ 塩　浜

① 国　分 大　柏 福　栄 若　宮 市川KI 柏　井 鬼高Ｂ 信篤Ｇ 曽　谷 信篤Ｂ ①

ｱﾚｸﾞﾘ 中国分 鬼高Ｏ 国府台 中国分 富美浜 行　徳 信篤Ｇ 菅　野 市川真間

０９：５０ 曽　谷 ０９：５０ 鬼高Ｏ ０９：５０ 大　柏 ０９：５０ 行　徳 ０９：５０ 国　分

② 若　宮 国　分 国府台 福　栄 百合台 市川KI 南行徳 鬼高Ｂ 塩　浜 曽　谷 ②

大　柏 ｱﾚｸﾞﾘ 若　宮 鬼高Ｏ 柏　井 中国分 信篤Ｇ 行　徳 信篤Ｂ 菅　野

１０：４０ 中国分 １０：５０ 若　宮 １０：４０ 富美浜 １０：４０ ＭＦＣ １０：４０ 市川真間

③ 国　分 若　宮 福　栄 鬼高Ｏ 市川KI 百合台 鬼高Ｂ 南行徳 曽　谷 塩　浜 ③

曽　谷 大　柏 国府台 若　宮 大　柏 柏　井 信篤Ｙ ＭＦＣ 国　分 信篤Ｂ

１１：３０ ｱﾚｸﾞﾘ １１：４０ 福　栄 １１：３０ 中国分 １１：３０ 信篤Ｙ １１：３０ 菅　野

④ 若　宮 国　分 鬼高Ｏ 福　栄 百合台 市川KI 南行徳 鬼高Ｂ 塩　浜 曽　谷 ④

中国分 曽　谷 若　宮 国府台 富美浜 大　柏 ＭＦＣ 信篤Ｙ 市川真間 国　分

１２：２０ 大　柏 １２：４０ 国府台 １２：２０ 柏　井 １２：２０ 南行徳 １２：２０ 信篤Ｂ

⑤ ｱﾚｸﾞﾘ 若　宮 福　栄 鬼高Ｏ 中国分 百合台 行　徳 南行徳 菅　野 塩　浜 ⑤

曽　谷 中国分 若　宮 国府台 大　柏 富美浜 信篤Ｙ ＭＦＣ 国　分 市川真間

１３：１０ 国　分 １３：３０ 若　宮 １３：１０ 市川KI １３：１０ 鬼高Ｂ １３：１０ 曽　谷

⑥ 大　柏 ｱﾚｸﾞﾘ 鬼高Ｏ 福　栄 柏　井 中国分 信篤Ｇ 行　徳 信篤Ｂ 菅　野 ⑥

中国分 曽　谷 国府台 若　宮 富美浜 大　柏 ＭＦＣ 鬼高Ｂ 市川真間 国　分

※信篤Ｂ；信篤ＦＣブルー　信篤Ｇ；信篤ＦＣグリーン　信篤Ｙ；信篤ＦＣイエロー

※鬼高Ｏ；ＦＣ鬼高オレンジ　鬼高Ｂ；ＦＣ鬼高ブルー

試合・審判一覧表　　

大洲会場福栄会場大野会場 国分会場

７月１１日（土）

富美浜会場

Ｄブロック Ｅブロック



試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判

０９：００ 南市川Ｇ ０９：００ Ａ一位 ０９：００ Ａ一位 ０９：００ Ａ一位

① 北　方 富美浜 Ｃ一位 Ｄ一位 Ｃ一位 Ｄ一位 Ｃ一位 Ｄ一位 ①

信　篤 南市川Ｇ Ｄ一位 Ｅ一位 Ｄ一位 Ｅ一位 Ｄ一位 Ｅ一位

１０：００ 南市川Ｗ １０：００ Ｅ一位 ０９：５０ Ｅ一位 ０９：５０ Ｅ一位

② 曽　谷 北　方 Ａ一位 Ｃ一位 Ａ一位 Ｃ一位 Ａ一位 Ｃ一位 ②

富美浜 南市川Ｗ Ｂ一位 Ｄ一位 Ｂ一位 Ｄ一位 Ｂ一位 Ｄ一位

１１：００ 富美浜 １１：００ Ｆ一位 １０：４０ Ｆ一位 １０：４０ Ｆ一位

③ 北　方 曽　谷 Ｃ一位 Ａ一位 Ｃ一位 Ａ一位 Ｃ一位 Ａ一位 ③

南市川Ｗ 富美浜 Ｅ一位 Ｂ一位 Ｅ一位 Ｂ一位 Ｅ一位 Ｂ一位

１２：００ 信　篤 １２：００ Ｄ一位 １１：３０ Ｄ一位 １１：３０ Ｄ一位

④ 曽　谷 北　方 Ｆ一位 Ｃ一位 Ｆ一位 Ｃ一位 Ｆ一位 Ｃ一位 ④

南市川Ｇ 信　篤 Ｇ一位 Ｅ一位 Ｇ一位 Ｅ一位 Ｇ一位 Ｅ一位

１３：００ 曽　谷 １３：００ Ｂ一位 １２：２０ Ｂ一位 １２：２０ Ｂ一位

⑤ 信　篤 曽　谷 Ｄ一位 Ｆ一位 Ｄ一位 Ｆ一位 Ｄ一位 Ｆ一位 ⑤

南市川Ｗ 富美浜 Ｅ一位 Ｇ一位 Ｅ一位 Ｇ一位 Ｅ一位 Ｇ一位

１４：００ 北　方

⑥ 富美浜 信　篤

南市川Ｇ 北　方

南市川Ｗ：南市川ＪＦＣホワイト

南市川Ｇ：南市川ＪＦＣグリーン

稲越会場

７月１２日（日） ７月１８日（土）

試合・審判一覧表　　

曽谷会場曽谷会場

Ｄブロック Ｅブロック

菅野会場

Ｂブロック Ａブロック



試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判 試 合 審 判

０９：５０ ＤＨ３ １３：３０ 田中豊 ０９：００ Ｈ３勝 ０９：００ ＡＨ１ ０９：００ Ｈ３勝

Ｈ１勝 ＤＨ１ Ａ一位 Ｄ①の勝 Ｈ１勝 Ｈ１勝 Ｈ１勝 ＡＨ２ Ｈ１勝 Ｈ１勝

Ｈ２勝 ＤＨ２ Ｂ一位 ＤＨ3 Ｈ２勝 Ｈ２勝 Ｈ２勝 ＡＨ３ Ｈ２勝 Ｈ２勝

１１：４０ Ｄ①の勝 １０：２０ ①の勝 １０：５０ ＡＨ３ １０：２０ ①の勝

②の負 Ｄ①の負 ①の負 ①の負 ①の負 ＡＨ１ ①の負 ①の負

Ｈ3勝 ＤＨ3 Ｈ3勝 Ｈ3勝 Ｈ3勝 ＡＨ２ Ｈ3勝 Ｈ3勝

１４：３０ 田中雅 １１：４０ ①の負 １２：４０ ＡＨ２ １１：４０ ①の負

②の勝 Ａ一位 ①の勝 ①の勝 ①の勝 ＡＨ１ ①の勝 ①の勝

Ｈ3勝 Ｂ一位 Ｈ3勝 Ｈ3勝 Ｈ3勝 ＡＨ３ Ｈ3勝 Ｈ3勝

稲越会場 百合台会場

試合・審判一覧表　　

稲越会場

Ｄブロック Ｅブロック

国分会場

Ｂブロック

７月２０日（月）

Ａブロック Ｃブロック


