
31日
時刻 Aコート vs Aコート 審判 審判 Bコート vs Bコート 審判 審判
13:00 エージレス vs フガシFC あらまち 清陵B  アッピエボーラ vs square  清陵A 大沢組
13:25 あらまち vs 清陵B エージレス FCチバ  清陵A vs 大沢組  フガシFC square
13:50 エージレス vs FCチバ アッピエボーラ 大沢組  フガシFC vs square  あらまち 清陵A
14:15 アッピエボーラ vs 大沢組 エージレス square  あらまち vs 清陵A  FCチバ 清陵B
14:40 エージレス vs square フガシFC 大沢組  FCチバ vs 清陵B  アッピエボーラ あらまち
15:05 フガシFC vs 大沢組 エージレス 清陵B  アッピエボーラ vs あらまち  square 大沢組
15:30 エージレス vs 清陵B FCチバ 清陵A  square vs 大沢組  フガシFC あらまち
15:55 FCチバ vs 清陵A エージレス 大沢組  フガシFC vs あらまち  清陵B 清陵A
16:20 エージレス vs 大沢組 square あらまち  清陵B vs 清陵A  FCチバ アッピエボーラ
16:45 square vs あらまち エージレス 清陵A  FCチバ vs アッピエボーラ  大沢組 あらまち
17:10 エージレス vs 清陵A 清陵B アッピエボーラ  大沢組 vs あらまち  FCチバ フガシFC
17:35 清陵B vs アッピエボーラ 協会 協会  FCチバ vs フガシFC 協会 協会

1日
時刻 Aコート vs Aコート 審判 審判 Bコート  Bコート 審判 審判
9:00 千畑 vs シニア チームハシモト チームハシモト
9:40 シニア vs チームハシモト 千畑 千畑

10:20 チームハシモト vs 千畑 シニア シニア
11:00 エージレス vs あらまち 清陵B フガシFC  清陵A vs アッピエボーラ  square FCチバ
11:25 清陵B vs フガシFC エージレス アッピエボーラ  square vs FCチバ  清陵A フガシFC
11:50 エージレス vs アッピエボーラ 大沢組 FCチバ  清陵A vs フガシFC  清陵B square
12:15 大沢組 vs FCチバ アッピエボーラ フガシFC  清陵B vs square  あらまち FCチバ
12:40 アッピエボーラ vs フガシFC 清陵A square  あらまち vs FCチバ  大沢組 清陵B
13:05 清陵A vs square 美郷中A エージレス  大沢組 vs 清陵B 美郷中B あらまち
13:30 美郷中A vs エージレス 協会  清陵A 美郷中B vs あらまち 協会 アッピエボーラ
13:55 美郷中A vs  清陵A 協会 清陵B 美郷中B vs アッピエボーラ 協会 フガシFC
14:20 美郷中A vs 清陵B 協会 FCチバ 美郷中B vs フガシFC 協会 大沢組
14:45 美郷中A vs FCチバ 協会 square 美郷中B vs 大沢組 協会 エージレス
15:10 美郷中A vs square 協会 あらまち 美郷中B vs エージレス 協会  清陵A
15:35 美郷中A vs あらまち 協会 アッピエボーラ 美郷中B vs  清陵A 協会 清陵B
16:00 美郷中A vs アッピエボーラ 協会 フガシFC 美郷中B vs 清陵B 協会 FCチバ
16:25 美郷中A vs フガシFC 協会 大沢組 美郷中B vs FCチバ 協会 square
16:50 美郷中A vs 大沢組 協会 協会 美郷中B vs square 協会 協会


