
３０年度　　４種リーグ（前期）
   Ａブロック　影森グランド　　

花の木 かみたの 長瀞 影森 高篠 横瀬 久那 皆野

1 花の木

2 かみたの

3 長瀞

4 影森

5 高篠

6 横瀬

7 久那

8 皆野

時　間

第 １ 試合 ９：００～ 花の木 かみたの 高篠 横瀬 長瀞 影森 久那 皆野

第 ２ 試合 １０：００～ 高篠 横瀬 花の木 かみたの 久那 皆野 長瀞 影森

第 ３ 試合 １１：００～ 花の木 長瀞 高篠 久那 かみたの 影森 横瀬 皆野

第 ４ 試合 １２：００～ 高篠 久那 花の木 長瀞 横瀬 皆野 かみたの 影森

第 ５ 試合 ９：００～ 花の木 影森 かみたの 長瀞 高篠 皆野 横瀬 久那

第 ６ 試合 １０：００～ かみたの 長瀞 花の木 影森 横瀬 久那 高篠 皆野

第 ７ 試合 １１：００～ 花の木 高篠 かみたの 横瀬 影森 皆野 長瀞 久那

第 ８ 試合 １２：００～ かみたの 横瀬 花の木 高篠 長瀞 久那 影森 皆野

第 ９ 試合 ９：００～ 花の木 皆野 かみたの 久那 長瀞 横瀬 影森 高篠

第１０試合 １０：００～ かみたの 久那 花の木 皆野 影森 高篠 長瀞 横瀬

第１１試合 １１：００～ 花の木 横瀬 かみたの 高篠 長瀞 皆野 影森 久那

第１２試合 １２：００～ かみたの 高篠 花の木 横瀬 影森 久那 長瀞 皆野

第１３試合 ９：００～ 花の木 久那 かみたの 皆野 影森 横瀬 長瀞 高篠

第１４試合 １０：００～ かみたの 皆野 花の木 久那 長瀞 高篠 影森 横瀬

4月15日

4月28日

5月6日

5月26日

Ａコート Ｂコート
対　　戦 審　判 対　　戦 審　判



２５年度　　４種リーグ（後期）
   Ａブロック　　９月７日、９月２９日、１０月２６日影森Ｇ　　１０月５日未定

花の木 かみたの 長瀞 影森 高篠 横瀬 久那 皆野

1 花の木

2 かみたの

3 長瀞

4 影森

5 高篠

6 横瀬

7 久那

8 皆野

時　間

第１試合 ９：００～ かみたの 皆野 花の木 久那 長瀞 高篠 影森 横瀬

第２試合 １０：００～ 花の木 久那 かみたの 皆野 影森 横瀬 長瀞 高篠

第３試合 ９：００～ かみたの 高篠 花の木 横瀬 影森 久那 長瀞 皆野

第４試合 １０：００～ 花の木 横瀬 かみたの 高篠 長瀞 皆野 影森 久那

第５試合 １１：００～ かみたの 久那 花の木 皆野 影森 高篠 長瀞 横瀬

第６試合 １２：００～ 花の木 皆野 かみたの 久那 長瀞 横瀬 影森 高篠

第７試合 ９：００～ かみたの 横瀬 花の木 高篠 長瀞 久那 影森 皆野

第８試合 １０：００～ 花の木 高篠 かみたの 横瀬 影森 皆野 長瀞 久那

第９試合 １１：００～ かみたの 長瀞 花の木 影森 横瀬 久那 高篠 皆野

第１０試合 １２：００～ 花の木 影森 かみたの 長瀞 高篠 皆野 横瀬 久那

第１１試合 ９：００～ 高篠 久那 花の木 長瀞 横瀬 皆野 かみたの 影森

第１２試合 １０：００～ 花の木 長瀞 高篠 久那 かみたの 影森 横瀬 皆野

第１３試合 １１：００～ 高篠 横瀬 花の木 かみたの 久那 皆野 長瀞 影森

第１４試合 １２：００～ 花の木 かみたの 高篠 横瀬 長瀞 影森 久那 皆野

7月1日

7月8日

9月2日

9月9日

Ａコート Ｂコート
対　　戦 審　判 対　　戦 審　判


	25
	keltuka

