
4月11日 主・副審 四・副審 4月11日 主・副審 四・副審

10:30 エランドール - オールサウス クレアーレ アレグロ 10:30 MIO東近江 - セゾン REPLO 栗東FC

12:00 カラーズ - FTS BIWAKO エスピロッサ 12:00 アズー - LASTA レスタ アブリー

13:30 クレアーレ - アレグロ エランドール オールサウス 13:30 REPLO - 栗東FC MIO東近江 セゾン

15:00 BIWAKO - エスピロッサ カラーズ FTS 15:00 レスタ - アブリー アズー LASTA

4月17日 主・副審 四・副審 4月17日 主・四審 副審

10:30 レイジェンド - アレグロ サンガ瀬田 オールサウス 10:00 クレアーレ - 栗東FC REPLO ラドソン

12:00 FOSTA - エスピロッサ FC湖東 FTS

13:30 サンガ瀬田 - オールサウス レイジェンド アレグロ

15:00 FC湖東 - FTS FOSTA エスピロッサ

4月18日 主・副審 四・副審 4月18日 主・副審 四・副審

10:30 栗東FC - エフォート セゾン レボナ 10:30 クレアーレ - REPLO エランドール MIO東近江

12:00 アブリー - ラドソン LASTA SAGAWA 12:00 BIWAKO - レスタ カラーズ アズー

13:30 セゾン - レボナ 栗東FC エフォート 13:30 エランドール - MIO東近江 クレアーレ REPLO

15:00 LASTA - SAGAWA アブリー ラドソン 15:00 カラーズ - アズー BIWAKO レスタ

4月24日 主・副審 四・副審 4月24日 主・副審 四・副審

10:30 アズー - FC湖東 レスタ FOSTA 10:30 SAGAWA - FTS ラドソン エスピロッサ

12:00 REPLO - レイジェンド MIO東近江 サンガ瀬田 12:00 エフォート - アレグロ レボナ オールサウス

13:30 レスタ - FOSTA アズー FC湖東 13:30 ラドソン - エスピロッサ SAGAWA FTS

15:00 MIO東近江 - サンガ瀬田 REPLO レイジェンド 15:00 レボナ - オールサウス エフォート アレグロ

4月25日 主・副審 四・副審 4月25日 主・副審 四・副審

10:30 カラーズ - LASTA エランドール セゾン 10:30 サンガ瀬田 - レボナ レイジェンド エフォート

12:00 BIWAKO - アブリー カラーズ LASTA 12:00 FC湖東 - SAGAWA FOSTA ラドソン

13:30 エランドール - セゾン BIWAKO アブリー 13:30 レイジェンド - エフォート サンガ瀬田 レボナ

15:00 FOSTA - ラドソン FC湖東 SAGAWA

カラーズ
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水口スポーツの森 希望ヶ丘

東近江



4月29日 主・副審 四・副審

10:30 セゾン - サンガ瀬田 栗東FC レイジェンド

12:00 LASTA - FC湖東 アブリー FOSTA

13:30 栗東FC - レイジェンド セゾン サンガ瀬田

15:00 アブリー - FOSTA LASTA FC湖東

5月1日 主・副審 四・副審 5月1日 主・副審 四・副審

10:30 FOSTA - BIWAKO FC湖東 カラーズ 10:30 ラドソン - レスタ SAGAWA アズー

12:00 サンガ瀬田 - エランドール レイジェンド クレアーレ 12:00 レボナ - MIO東近江 エフォート REPLO

13:30 FC湖東 - カラーズ FOSTA BIWAKO 13:30 SAGAWA - アズー ラドソン レスタ

15:00 レイジェンド - クレアーレ サンガ瀬田 エランドール 15:00 エフォート - REPLO レボナ MIO東近江

5月1日 主・副審 四・副審

10:30 エスピロッサ - アブリー FTS LASTA

12:00 オールサウス - セゾン アレグロ 栗東FC

13:30 FTS - LASTA エスピロッサ アブリー

15:00 アレグロ - 栗東FC オールサウス セゾン

5月2日 主・副審 四・副審 5月2日 主・副審 四・副審

10:30 レボナ - エランドール エフォート クレアーレ 10:30 オールサウス - MIO東近江 アレグロ REPLO

12:00 SAGAWA - カラーズ ラドソン BIWAKO 12:00 FTS - アズー エスピロッサ レスタ

13:30 エフォート - クレアーレ レボナ エランドール 13:30 アレグロ - REPLO オールサウス MIO東近江

15:00 ラドソン - BIWAKO SAGAWA カラーズ 15:00 エスピロッサ - レスタ FTS アズー
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5月3日 BLB 主・副審 四・副審

① 10:30 あ1位 え4位 い1位 う4位

え3位

③ 13:30 い1位

う3位

② 12:00 い2位 う3位 あ2位

え1位 あ4位

⑥ 12:00 え2位 あ3位 う2位

主・副審 四・副審

う4位 あ1位 え4位

④ 15:00 あ2位 え3位 い2位

⑤ 10:30 う1位 い4位

5月3日 BLC

い3位

⑦ 13:30 え1位 あ4位

い3位

⑥勝ち

⑩ 12:00 ③勝ち ④勝ち 協会

⑨ 10:30 ①勝ち ②勝ち

⑦勝ち ⑧勝ち

⑪ 13:30 ⑤勝ち ⑥勝ち

③勝ち

協会 ⑤勝ち

え2位 あ3位

5月4日 BLB 主審 四・副審1 四・副審2

う1位 い4位

⑧ 15:00 う2位

四・副審1 四・副審2

協会 ①勝ち ②勝ち

⑫ 15:00 ⑦勝ち ⑧勝ち 協会

協会 ⑪勝ち ⑫勝ち⑬ 11:00 ⑨勝ち ⑩勝ち

④勝ち

5月5日 BLB 主審

⑨勝ち ⑩勝ち

協会 協会 ⑯⑮ 11:00 ⑬負け

⑭ 13:00 ⑪勝ち ⑫勝ち

5月9日 BLB 主審 副審1 副審2 四審

協会

⑭負け 協会

協会 協会 協会 ⑮⑯ 13:00 ⑬勝ち ⑭勝ち


