
ステージ ブロック

A コナン 　1- 4 鵜坂Ｂ 大山 　5-2 アミスタ アミスタ 　　4-0 鵜坂Ｂ コナン 　0-4 保内 アミスタ 　5-0 コナン 鵜坂Ｂ 　1-0 保内

B 大沢野 　6-0 婦中西部古里 　1-8 速星 藤ノ木 　4-0 婦中西部古里 　2-2 大沢野 速星   2-0 大沢野 古里 　　　- 婦中西部

C ヴェンセル 　0-5 大山 鵜坂Ａ 　0-3 蜷川 ヴェンセル　0-8 蜷川 鵜坂Ａ 　0-4 大山 蜷川 　1-1 保内 ヴェンセル　0-2 鵜坂Ａ

D 山室堀南 　2-4 ジーズ 大久保 　0-1 藤ノ木 山室堀南　2-11 速星 ジーズ 　1-2 藤ノ木 山室堀南 　3-5 大久保 ジーズ 　3-2 大久保

A 山室堀南 　1-3 藤ノ木 ヴェンセル 0-1 コナン コナン 　0-5 藤ノ木 ヴェンセル　1-12 山室堀南 コナン 　0-3 山室堀南ヴェンセル　1-8 藤ノ木

B 大山 　　　- 蜷川 大久保 　　　- 大沢野 大山 　　　- 大久保 大沢野 　　　- 蜷川 大久保 　　　- 蜷川 大山 　　　- 大沢野

C 速星 　8-0 婦中西部鵜坂Ａ 　3-0 鵜坂Ｂ 鵜坂Ａ 　0-5 速星 鵜坂Ｂ 　0-1 婦中西部鵜坂Ａ 　3-2 婦中西部鵜坂Ｂ 　0-8 速星

D アミスタ 　　　- 保内 ジーズ 　　　- 古里 古里 　　　- 保内 アミスタ 　　　- ジーズ アミスタ 　　　- 古里 ジーズ 　　　- 保内

A 山室堀南 　0-1 大山 ヴェンセル　1-14 古里 鵜坂Ｂ 　0-10 大山 古里 　3-3 山室堀南 鵜坂Ｂ 　0-5 山室堀南古里 　　　- 大山

B 大久保  11-0 鵜坂Ｂ 婦中西部 　0-6 保内 大久保 　8-0 婦中西部ヴェンセル　0-5 保内 ヴェンセル　0-1 婦中西部大久保 　4-1 保内

C 大沢野 　2-4 藤ノ木 アミスタ 　7-0 鵜坂Ａ コナン 　1-4 大沢野 アミスタ 　1-5 藤ノ木 鵜坂Ａ 　1-8 藤ノ木 アミスタ 　　　- 大沢野

D コナン 　1-4 蜷川 ジーズ 　0-8 速星 速星  　2-0 蜷川 鵜坂Ａ 　0-10 ジーズ コナン 　0-8 速星 ジーズ   0-2 蜷川

A 山室堀南 　　　- 保内 鵜坂Ａ 　　　- 大沢野 鵜坂Ａ 　　　- 保内 山室堀南　　　- 大沢野 鵜坂Ａ 　　　- 山室堀南大沢野 　　　- 保内

B 藤ノ木 　　　- 蜷川 鵜坂Ｂ 　　　- 古里 古里 　　　- 藤ノ木 鵜坂Ｂ 　　　- 蜷川 古里 　　　- 蜷川 鵜坂Ｂ 　　　- 藤ノ木

C 大山 　　　- 婦中西部コナン 　　　- ジーズ コナン 　　　- 大山 ジーズ 　　　- 婦中西部 コナン 　　　- 婦中西部ジーズ 　　　- 大山

D アミスタ 　　　- 速星 ヴェンセル　　　- 大久保 速星 　　　- 大久保 アミスタ 　　　- ヴェンセルアミスタ 　　　- 大久保 ヴェンセル　　　- 速星

A 山室堀南 　　　- 蜷川 アミスタ 　　　- 婦中西部婦中西部　　　- 蜷川 アミスタ 　　　- 山室堀南 山室堀南 　　　- 婦中西部アミスタ 　　　- 蜷川

B 大山 　　　- 藤ノ木 速星 　　　- 保内 速星 　　　- 大山 藤ノ木 　　　- 保内 速星 　　　- 藤ノ木 大山 　　　- 保内

C コナン 　　　- 大久保 鵜坂Ａ 　　　- 古里 鵜坂Ａ 　　　- 大久保 コナン 　　　- 古里 コナン 　　　- 鵜坂Ａ 古里 　　　- 大久保

D ヴェンセル　　　- 大沢野 ジーズ 　　　- 鵜坂Ｂ 鵜坂Ｂ 　　　- 大沢野 ヴェンセル　　　- ジーズ ヴェンセル　　　- 鵜坂Ｂ ジーズ 　　　- 大沢野
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