
 第 回天竜東地区 磐田          戦
         

第 節   月  日 日 稗原    場  北             稗原    場  南 

会場責任者 磐田第一 会場責任者 豊田

時間 主審 予備審 時間 主審 予備審

     豊田南  福田         磐田         竜洋     磐田豊岡 田原 豊田

              磐田        豊田 福田       磐田第一     竜洋   磐田豊岡

      豊田  田原 磐田豊岡 豊田南       竜洋          福田       

      豊田南  磐田豊岡    竜洋          福田        磐田第一       

      竜洋              磐田第一               磐田  田原       竜洋   

      磐田第一        豊田南         磐田       豊田  竜洋   竜洋    田原

              

              

第 節   月 日 日 稗原    場  北              稗原    場  南 

会場責任者 竜洋    会場責任者       磐田

時間 主審 予備審 時間 主審 予備審

     豊田南        福田            磐田豊岡     竜洋           磐田

      福田 田原         磐田             竜洋           磐田第一    

              磐田  竜洋      豊田南       磐田第一  豊田       田原

      豊田南           磐田豊岡              田原 竜洋    豊田

      磐田豊岡        豊田 竜洋          福田  竜洋   田原 磐田第一

      竜洋     豊田 豊田南 福田               磐田  磐田第一 磐田豊岡 竜洋   

              

              



第 節   月  日 日 稗原    場 北              稗原    場 南 

会場責任者 磐田豊岡 会場責任者 福田

時間 主審 予備審 時間 主審 予備審

     豊田南  田原       豊田                磐田第一 福田

             竜洋   福田 田原       磐田豊岡  豊田 竜洋          

      福田  磐田第一       豊田南       竜洋             磐田 田原 竜洋   

      豊田南        豊田          田原  竜洋   磐田豊岡         磐田

          豊田         磐田 磐田豊岡              磐田第一 竜洋   竜洋    

      磐田豊岡          磐田 豊田南             福田  竜洋       磐田第一

              

              

第 節   月  日 日 稗原    場  北              稗原    場  南 

会場責任者    会場責任者       

時間 主審 予備審 時間 主審 予備審

     豊田南  竜洋   田原         磐田             豊田 竜洋          

      田原  磐田第一       竜洋                     磐田 磐田豊岡 豊田

             竜洋    豊田 豊田南       磐田豊岡  福田 竜洋   磐田第一

      豊田南  豊田         磐田             竜洋    磐田第一    福田

                     磐田 福田          田原  竜洋    磐田第一 磐田豊岡

          福田 豊田南 田原              磐田豊岡       竜洋    

              

              



第 節    月  日 日 稗原    場 北              稗原    場 南 

会場責任者       会場責任者 田原

時間 主審 予備審 時間 主審 予備審

     豊田南  磐田第一 竜洋   福田      豊田          磐田 磐田豊岡 田原

      竜洋    竜洋    田原 磐田第一              福田            磐田

      田原  磐田豊岡         磐田 豊田南                 磐田第一 竜洋    

      豊田南          磐田 福田 豊田       磐田第一  竜洋                

      豊田  福田                   竜洋    磐田豊岡 竜洋       

                   豊田南 竜洋         田原     豊田 磐田豊岡

              

              

第 節    月  日 日 稗原    場 北    予備日              稗原    場 南 

会場責任者 竜洋   会場責任者 豊田南

時間 主審 予備審 時間 主審 予備審

     豊田南  竜洋    磐田第一                    磐田  福田    竜洋   

      磐田第一  磐田豊岡 竜洋   竜洋          豊田              福田

      竜洋       福田 豊田南              田原 竜洋    磐田豊岡

      豊田南  福田               磐田       竜洋     磐田豊岡 豊田 田原

              磐田        田原 豊田       磐田第一     磐田豊岡       

      豊田  田原 豊田南 磐田第一       竜洋                  磐田    

              

              

     試合目        戦   


