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第９節　９月８日（日） ＠　浮間SG

No チーム名 チーム名 主審・４審 副審 役員 本部当番

1 8:20 - 8:55 東十条 ネオ・アミーゴ ｳｪﾝﾌﾞﾘｰ ＶＳＣ 伊藤 午前

2 9:00 - 9:35 ｳｪﾝﾌﾞﾘｰ ＶＳＣ 東十条 ネオ・アミーゴ 田口 7:50-12:00

3 9:40 - 10:15 ネオ・アミーゴ 桐郷 ＶＳＣ ｳｪﾝﾌﾞﾘｰ 野田 飛鳥すみれ

4 10:20 - 10:55 ＶＳＣ 東十条 ネオ・アミーゴ 桐郷 東十条

5 11:00 - 11:35 志茂 ｳｪﾝﾌﾞﾘｰ 飛鳥すみれ 東十条 　　各１名　　

6 11:40 - 12:15 桐郷 飛鳥すみれ 志茂 さくら

7 12:20 - 12:55 若葉WINGS 志茂 桐郷 飛鳥すみれ 宮下 午後

8 13:00 - 13:35 飛鳥すみれ さくら 浮間 志茂 黒田 11:50-16:20

9 13:40 - 14:15 浮間 堀船 さくら 王五 湊 若葉WINGS

10 14:20 - 14:55 さくら 王五 若葉WINGS 堀船 浮間

11 15:00 - 15:35 堀船 若葉WINGS 王五 浮間 　　各１名　　

12 15:40 - 16:15 王五 浮間 堀船 若葉WINGS

13 16:20 - 16:55

14 17:00 - 17:35

第１０節　９月１６日（月） ＠　浮間SG

No チーム名 チーム名 主審・４審 副審 役員 本部当番

1 8:20 - 8:55 ｴｽﾌｫﾙｿA 滝一 OJA・A 北友サンライズA 海野 午前

2 9:00 - 9:35 OJA・A 北友サンライズA ｴｽﾌｫﾙｿA 王一 菅原 7:50-12:00

3 9:40 - 10:15 王一 ｴｽﾌｫﾙｿA 滝一 滝野川A 田口 ｴｽﾌｫﾙｿA

4 10:20 - 10:55 滝一 滝野川A 王一 ｴｽﾌｫﾙｿA 王一

5 11:00 - 11:35 北友サンライズA 王一 滝野川A 滝一 　　各１名　　

6 11:40 - 12:15 滝野川A セボジータスA 北友サンライズA tfa

7 12:20 - 12:55 ﾌﾟﾚｲﾌｧﾝA tfa セボジータスA 袋ノーバ 星野 午後

8 13:00 - 13:35 セボジータスA 袋ノーバ ﾌﾟﾚｲﾌｧﾝA ヴｨﾙﾄゥｽ 湊 11:50-16:20

9 13:40 - 14:15 赤羽A ﾌﾟﾚｲﾌｧﾝA tfa セボジータスA 黒田 ヴｨﾙﾄゥｽ

10 14:20 - 14:55 tfa ヴｨﾙﾄゥｽ 赤羽A ﾌﾟﾚｲﾌｧﾝA 袋ノーバ

11 15:00 - 15:35 袋ノーバ 赤羽A ヴｨﾙﾄゥｽ スペリオ城北 　　各１名　　

12 15:40 - 16:15 ヴｨﾙﾄゥｽ スペリオ城北 袋ノーバ 赤羽A

13 16:20 - 16:55

14 17:00 - 17:35

第１１節　９月２９日（日） ＠　浮間SG

No チーム名 チーム名 主審・４審 副審 役員 本部当番

1 8:20 - 8:55 ＯＪＡ・B 柳田 城北ボレアス セボジータスB 海野 午前

2 9:00 - 9:35 城北ボレアス セボジータスB ＯＪＡ・B 柳田 宮下 7:50-12:00

3 9:40 - 10:15 西浮間小 ＯＪＡ・B セボジータスB 城北ボレアス 湊 セボジータスB

4 10:20 - 10:55 柳田 赤羽B 西浮間小 ＯＪＡ・B ＯＪＡ・B

5 11:00 - 11:35 セボジータスB 西浮間小 柳田 王三 　　各１名　　

6 11:40 - 12:15 王三 城北ボレアス 赤羽B 西浮間小

7 12:20 - 12:55 赤羽B 北友サンライズB 王三 神谷 伊藤 午後

8 13:00 - 13:35 神谷 王三 ﾌﾟﾚｲﾌｧﾝB 赤羽B 野田 11:50-16:20

9 13:40 - 14:15 ｴｽﾌｫﾙｿＢ ﾌﾟﾚｲﾌｧﾝB 神谷 滝野川Ｂ 菅原 神谷

10 14:20 - 14:55 滝野川Ｂ 神谷 ｴｽﾌｫﾙｿＢ 北友サンライズB ﾌﾟﾚｲﾌｧﾝB

11 15:00 - 15:35 北友サンライズB ｴｽﾌｫﾙｿＢ 滝野川Ｂ ﾌﾟﾚｲﾌｧﾝB 　　各１名　　

12 15:40 - 16:15 ﾌﾟﾚｲﾌｧﾝB 滝野川Ｂ 北友サンライズB ｴｽﾌｫﾙｿＢ

13 16:20 - 16:55

14 17:00 - 17:35
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