
審判

1 9:30 阿南第一・日和佐 vs アレックス Div3Cの試合

2 11:00 美馬・江原 vs SORA オーレ Div3Cの試合

3 13:00 三加茂 vs 吉野川オーレ

審判

1 9:30 加茂名 vs リベリモB Div3Bの試合

2 11:00 井川・三野 vs 海陽・宍喰 文理 Div3Bの試合

3 12:30 文理中学校 vs 阿南第二・新野・富岡東

審判

1 9:00 上八万・津田 vs 鳴門・鳴門第二 リベリモ Div３Dの試合

2 10:30 文理 vs リベリモセカンド 鳴二・鳴門

3 12:00 vs

審判

1 9:00 藍住 vs 池田 川内

2 10:30 吉野川オーレ vs 川内 池田

3 12:00 vs

審判

1 10:00 池田 vs 川内 三加茂

2 11:30 阿南第二・新野・富岡東 vs 三加茂 川内

3 14:00 吉野川オーレ vs 文理 阿南第二 ←生光・文理登校日

審判

1 10:00 川内 vs 藍住 池田

2 11:30 池田 vs 吉野川オーレ 藍住

3 13:00 文理 vs 三加茂 オーレ

審判

1 9:00 城西中 vs FC小松 徳島サルト Div2Aの試合

2 10:30 山川 vs 徳島サルト FC小松島 Div2Aの試合

3 12:00 池田 vs 文理 城西

審判

1 9:00 鴨島第一中 vs FC小松 CSP Div2Aの試合

2 10:30 八万 vs CSP-B FC小松島 Div2Aの試合

3 12:00 藍住 vs 阿南第二・新野・富岡東 鴨島第一 ←3/18へ変更

審判

1 10:00 山川 vs CSP-B 八万 Div2Aの試合

2 11:30 阿南 vs 八万 CSP Div2Aの試合

3 13:00 鴨島第一中 vs 城西 阿南第二 Div2Aの試合

4 14:30 川内 vs 阿南第二・新野・富岡東 城西

審判

1 9:00 川内 vs 文理 阿南第二

2 10:30 池田 vs 阿南第二・新野・富岡東 川内

3 12:00 vs

ご確認下さい。変更があればご連絡をお願いします。

赤字が訂正です。　　　　　　　は別のリーグの試合です。
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2月23日 木

試合会場 城西中

2月25日 土

試合会場 鴨島第一中

2月18日 土

2月19日 日

試合会場 田園パーク(会場準備：藍住　片付け：文理・三加茂）

3月4日 土

試合会場 TSV人工（会場片付け：阿南第二）

3月5日 日

試合会場 徳島文理

2月12日 日

試合会場 藍住中学校

試合会場 TSV人工（会場担当：阿南第二）

試合会場 吉野川南岸（東）グラウンド

2月4日 土

試合会場 リベリモグランド

1月28日 土

2月5日 日

試合会場 鳴門第二中学校

水色のセル



審判

1 11:00 三加茂 vs 川内 オーレ

2 13:00 リベリモセカンド vs 吉野川オーレ 三加茂 生光土曜授業

3 vs

審判

1 9:00 阿南第二・新野・富岡東 vs リベリモセカンド

2 10:30 海陽・宍喰 vs 石井

3 12:00 井川・三野 vs 加茂名

審判

1 9:00 阿南第二・新野・富岡東 vs 藍住中 三加茂

2 10:30 三加茂 vs リベリモセカンド 阿南第二

3 12:00 vs

3月11日 土

試合会場 鳴門市球技場(9:00-17:00)

3月12日 日

試合会場 吉野川南岸グラウンド（会場準備・阿南第二）

3月18日 土

試合会場 藍住中


