
時間 主審 予備審 時間 主審 予備審

① 10:00～10:35 バディ 戸塚FC AC館林 市川FC ⑩ 10:00～10:35 AC館林 ひたちなか 市川FC 西鶴間SC

② 10:45～11:20 西鶴間SC ひたちなか バディ 戸塚FC ⑪ 10:45～11:20 市川FC 西鶴間SC AC館林 ひたちなか

③ 11:30～12:05 市川FC AC館林 西鶴間SC ひたちなか ⑫ 11:30～12:05 AC館林 戸塚FC 西鶴間SC バディ

④ 12:15～12:50 バディ ひたちなか 市川FC 戸塚FC ⑬ 12:15～12:50 バディ 西鶴間SC 戸塚FC AC館林

⑤ 13:00～13:35 市川FC 戸塚FC 西鶴間SC AC館林 ⑭ 13:00～13:35 ひたちなか 戸塚FC バディ 市川FC

⑥ 13:45～14:20 西鶴間SC AC館林 ひたちなか バディ ⑮ 13:45～14:20 バディ 市川FC ひたちなか 戸塚FC

⑦ 14:30～15:05 市川FC ひたちなか 戸塚FC 西鶴間SC

⑧ 15:15～15:50 バディ AC館林 市川FC ひたちなか

⑨ 16:60～16:35 西鶴間SC 戸塚FC バディ AC館林

時間 主審 予備審 時間 主審 予備審

① 10:00～10:35 河内 東大和 桜川 群馬 ⑩ 10:00～10:35 桜川 秦野南が丘 群馬 吉見

② 10:45～11:20 吉見 秦野南が丘 河内 東大和 ⑪ 10:45～11:20 群馬 吉見 桜川 秦野南が丘

③ 11:30～12:05 群馬 桜川 吉見 秦野南が丘 ⑫ 11:30～12:05 桜川 東大和 吉見 河内

④ 12:15～12:50 河内 秦野南が丘 群馬 東大和 ⑬ 12:15～12:50 河内 吉見 東大和 桜川

⑤ 13:00～13:35 群馬 東大和 吉見 桜川 ⑭ 13:00～13:35 秦野南が丘 東大和 河内 群馬

⑥ 13:45～14:20 吉見 桜川 秦野南が丘 河内 ⑮ 13:45～14:20 河内 群馬 秦野南が丘 東大和

⑦ 14:30～15:05 群馬 秦野南が丘 東大和 吉見

⑧ 15:15～15:50 河内 桜川 群馬 秦野南が丘

⑨ 16:60～16:35 吉見 東大和 河内 桜川

時間 主審 予備審 時間 主審 予備審

① 10:00～10:35 エストレーラ SHガールズ 夏見FC 狭山 ⑩ 10:00～10:35 夏見FC 南大沢 狭山 KASHIMA-LSC

② 10:45～11:20 KASHIMA-LSC 南大沢 エストレーラ SHガールズ ⑪ 10:45～11:20 狭山 KASHIMA-LSC 夏見FC 南大沢

③ 11:30～12:05 狭山 夏見FC KASHIMA-LSC 南大沢 ⑫ 11:30～12:05 夏見FC SHガールズ KASHIMA-LSC エストレーラ

④ 12:15～12:50 エストレーラ 南大沢 狭山 SHガールズ ⑬ 12:15～12:50 エストレーラ KASHIMA-LSC SHガールズ 夏見FC

⑤ 13:00～13:35 狭山 SHガールズ KASHIMA-LSC 夏見FC ⑭ 13:00～13:35 南大沢 SHガールズ エストレーラ 狭山

⑥ 13:45～14:20 KASHIMA-LSC 夏見FC 南大沢 エストレーラ ⑮ 13:45～14:20 エストレーラ 狭山 南大沢 SHガールズ

⑦ 14:30～15:05 狭山 南大沢 SHガールズ KASHIMA-LSC

⑧ 15:15～15:50 エストレーラ 夏見FC 狭山 南大沢

⑨ 16:60～16:35 KASHIMA-LSC SHガールズ エストレーラ 夏見FC

グループE

グループF

8月26日(土) 8月27日(日)
対戦 対戦

8月26日(土) 8月27日(日)
対戦 対戦

審判割り当て　タイムスケジュール

グループD
8月26日(土) 8月27日(日)

対戦 対戦


