
日程 場所 キックオフ 主審・副審 副審・記録 グランド当番 ボール当番 審判派遣10::0011:3013:0014:3010:00 EASY 2 0 ＡＭＩＬＩＯＮ 望海 マツ ＥＡＳＹ11:30 望海 10 1 マツ ＥＡＳＹ ＡＭＩＬＩＯＮ 望海13:00 高丘 0 2 キャタピラー ストローク 明南 高丘14:30 ストローク 8 2 明南 高丘 キャタピラー ストローク10::00 高丘 1 3 ストローク マツ ＥＡＳＹ 高丘11:30 マツ 0 8 ＥＡＳＹ ストローク 高丘 マツ13:00 キャタピラー 0 2 ＡＭＩＬＩＯＮ 明南 望海 キャタピラー14:30 明南 1 2 望海 キャタピラー ＡＭＩＬＩＯＮ 明南10:00 明南 3 2 マツ 高丘 望海 明南11:30 望海 7 1 高丘 明南 マツ 望海13:00 ＡＭＩＬＩＯＮ 6 0 ストローク ＥＡＳＹ キャタピラー ＡＭＩＬＩＯＮ14:30 EASY 7 0 キャタピラー ＡＭＩＬＩＯＮ ストローク ＥＡＳＹ12:00 EASY 0 2 望海10::00 ＡＭＩＬＩＯＮ 1 4 望海 明南 ＥＡＳＹ ＡＭＩＬＩＯＮ11:30 EASY 4 1 明南 望海 ＡＭＩＬＩＯＮ ＥＡＳＹ13:00 キャタピラー 0 1 ストローク マツ 高丘 キャタピラー14:30 マツ 0 4 高丘 キャタピラー ストローク マツ10:00 ストローク 0 2 ＥＡＳＹ 高丘 明南 ストローク11:30 高丘 0 3 明南 ストローク ＥＡＳＹ 高丘13:00 ＡＭＩＬＩＯＮ 3 2 マツ 望海 キャタピラー ＡＭＩＬＩＯＮ14:30 望海 6 2 キャタピラー ＡＭＩＬＩＯＮ マツ 望海10::00 キャタピラー 3 3 マツ 明南 ＡＭＩＬＩＯＮ キャタピラー11:30 ストローク 2 1 望海 マツ キャタピラー ストローク13:00 明南 3 2 ＡＭＩＬＩＯＮ ストローク 望海 明南10:00 明南 2 0 キャタピラー ＥＡＳＹ 望海 明南11:30 マツ 2 4 ストローク キャタピラー 明南 マツ13:00 望海 0 5 ＥＡＳＹ マツ ストローク 望海 10:00 EASY 0 3 ＡＭＩＬＩＯＮ 望海 マツ ＥＡＳＹ11:30 望海 0 2 マツ ＥＡＳＹ ＡＭＩＬＩＯＮ 望海13:00 高丘 1 17 キャタピラー ストローク 明南 高丘14:30 ストローク 1 3 明南 高丘 キャタピラー ストローク10::00 高丘 2 5 ストローク マツ ＥＡＳＹ 高丘11:30 マツ 2 8 ＥＡＳＹ ストローク 高丘 マツ13:00 キャタピラー 2 2 ＡＭＩＬＩＯＮ 明南 望海 キャタピラー14:30 明南 3 2 望海 キャタピラー ＡＭＩＬＩＯＮ 明南10:00 明南 1 3 マツ 高丘 望海 明南11:30 望海 6 0 高丘 明南 マツ 望海13:00 ＡＭＩＬＩＯＮ 4 1 ストローク ＥＡＳＹ キャタピラー ＡＭＩＬＩＯＮ14:30 EASY 5 1 キャタピラー ＡＭＩＬＩＯＮ ストローク ＥＡＳＹ10::00 ＡＭＩＬＩＯＮ 望海 明南 ＥＡＳＹ ＡＭＩＬＩＯＮ11:30 EASY 明南 望海 ＡＭＩＬＩＯＮ ＥＡＳＹ13:00 キャタピラー ストローク マツ 高丘 キャタピラー14:30 マツ 高丘 キャタピラー ストローク マツ10:00 ストローク ＥＡＳＹ 高丘 明南 ストローク11:30 高丘 明南 ストローク ＥＡＳＹ 高丘13:00 ＡＭＩＬＩＯＮ マツ 望海 キャタピラー ＡＭＩＬＩＯＮ14:30 望海 キャタピラー ＡＭＩＬＩＯＮ マツ 望海10::00 キャタピラー マツ ストローク 望海 キャタピラー11:30 ストローク 望海 マツ キャタピラー ストローク13:00 EASY 高丘 明南 ＡＭＩＬＩＯＮ ＥＡＳＹ14:30 明南 ＡＭＩＬＩＯＮ ＥＡＳＹ 高丘 明南10:00 高丘 ＡＭＩＬＩＯＮ キャタピラー 明南 高丘11:30 明南 キャタピラー ＡＭＩＬＩＯＮ 高丘 明南13:00 マツ ストローク ＥＡＳＹ 望海 マツ14:30 望海 ＥＡＳＹ マツ ストローク 望海

2016年度　明石社会人リーグ戦　日程表

6月5日
6月19日

12月18日 海浜公園1月15日 海浜公園
11月27日 海浜公園 ＡＭＩＬＩＯＮ12月11日 海浜公園 マツ
11月13日 海浜公園 高丘11月20日 海浜公園 キャタピラー
7月31日 海浜公園 明南9月25日 海浜公園 ＥＡＳＹ
7月10日 海浜公園 マツ7月17日 海浜公園 ストローク
7月3日 海浜公園

ストローク

明南
海浜公園 ＥＡＳＹ

6月12日 海浜公園海浜公園海浜公園 高丘

対戦カード

キャタピラー

4月17日 海浜公園
5月29日5月15日 海浜公園 明南5月1日 海浜公園

試合日程試合日程試合日程試合日程


