
2022/6/5

日時

会場

本部運営 本部運営

試合時間 主審 予備審 試合時間 主審 予備審

１０：００～ ズイーガ - フォレスト リノ ボルト １０：００～ 常磐野 - 花園 合同（桂・松陽） 南丹八木

１０：５０～ リノ - ボルト フォレスト ズイーガ １０：５０～ 合同（桂・松陽） - 南丹八木 花園 常磐野

１１：４０～ フォレスト - 西山 ボルト リノ １１：４０～ ウエスト - 花園 南丹八木 合同（桂・松陽）

１２：３０～ ボルト - ズイーガ 西山 フォレスト １２：３０～ 常磐野 - 太秦B ウエスト 花園

１３：２０～ 園部 - 桂川 ズイーガ ボルト １３：２０～ 合同（桂・松陽） - フォレスター 常磐野 太秦B

１４：１０～ アンフィニB - リノ 園部 桂川 １４：１０～ 南丹八木 - 太秦B フォレスター 合同（桂・松陽）

１５：００～ 桂川 - 西山 アンフィニB リノ １５：００～ ウエスト - フォレスター 太秦B 南丹八木

１５：５０～ 園部 - アンフィニB 桂川 西山 １５：５０～ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ ウエスト フォレスター

- #REF! #REF! 0 0

日時

会場

本部運営 本部運営

試合時間 主審 予備審 試合時間 主審 予備審

１０：００～ 桂川 - ボルト ズイーガ 園部 １０：００～ 常磐野 - 宇多野 花園 太秦B

１０：５０～ ズイーガ - 園部 桂川 ボルト １０：５０～ 花園 - 太秦B 宇多野 常磐野

１１：４０～ アンフィニB - 桂川 園部 ズイーガ １１：４０～ フォレスター - 常磐野 太秦B 花園

１２：３０～ フォレスト - ボルト アンフィニB 桂川 １２：３０～ 宇多野 - 合同（桂・松陽） 常磐野 フォレスター

１３：２０～ 西山 - 園部 ボルト フォレスト １３：２０～ 太秦B - ウエスト 合同（桂・松陽） 宇多野

１４：１０～ リノ - ズイーガ 西山 園部 １４：１０～ フォレスター - 花園 ウエスト 太秦B

１５：００～ アンフィニB - フォレスト リノ ズイーガ １５：００～ ウエスト - 合同（桂・松陽） フォレスター 花園

１５：５０～ リノ - 西山 フォレスト アンフィニB １５：５０～ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ ウエスト 合同（桂・松陽）

- リノ 西山 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 0 0

日時

会場

本部運営 本部運営

試合時間 主審 予備審 試合時間 主審 予備審

１０：００～ ズイーガ - 桂川 アンフィニB 西山 １０：００～ 花園 - 南丹八木 宇多野 フォレスター

１０：５０～ アンフィニB - 西山 桂川 ズイーガ １０：５０～ 宇多野 - フォレスター 花園 南丹八木

１１：４０～ 桂川 - リノ 西山 アンフィニB １１：４０～ 園部 - フォレスト フォレスター 宇多野

１２：３０～ 西山 - ボルト リノ 桂川 １２：３０～ 花園 - 宇多野 園部 フォレスト

１３：２０～ ズイーガ - アンフィニB ボルト 西山 １３：２０～ フォレスター - 南丹八木 花園 宇多野

１４：１０～ フォレスト - リノ ズイーガ アンフィニB １４：１０～ ボルト - 園部 南丹八木 フォレスター

１５：００～ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ フォレスト リノ １５：００～ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ ボルト 園部

１５：５０～ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 0 0 １５：５０～ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 0 0

0 0 0 0

日時

会場

本部運営 本部運営

試合時間 主審 予備審 試合時間 主審 予備審

１０：００～ - 0 0 １０：００～ 太秦B - 合同（桂・松陽） ウエスト 常磐野

１０：５０～ - 0 0 １０：５０～ ウエスト - 常磐野 合同（桂・松陽） 太秦B

１１：４０～ - 0 0 １１：４０～ 太秦B - 宇多野 常磐野 ウエスト

１２：３０～ - 0 0 １２：３０～ 南丹八木 - ウエスト 太秦B 宇多野

１３：２０～ - 0 0 １３：２０～ 合同（桂・松陽） - 常磐野 南丹八木 ウエスト

１４：１０～ - 0 0 １４：１０～ 南丹八木 - 宇多野 合同（桂・松陽） 常磐野

１５：００～ - 0 0 １５：００～ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 南丹八木 宇多野

１５：５０～ - 0 0 １５：５０～ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 0 0

- 0 0 0 0

日時

会場

本部運営

試合時間 主審 予備審 試合時間 主審 予備審

１０：００～ 園部 - リノ ボルト アンフィニB １０：００～ 合同（桂・松陽） - 花園 宇多野 ウエスト

１０：５０～ ボルト - アンフィニB リノ 園部 １０：５０～ 宇多野 - ウエスト 合同（桂・松陽） 花園

１１：４０～ 園部 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 合同（桂・松陽） アンフィニB ボルト １１：４０～ リノ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 花園 ウエスト 宇多野

１２：３０～ ボルト ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 宇多野 合同（桂・松陽） 園部 １２：３０～ アンフィニB ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ ウエスト 花園 リノ

１３：２０～ 西山 - ズイーガ 園部 当日調整 １３：２０～ 常磐野 - 南丹八木 フォレスター 太秦B

１４：３０～ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 常磐野 １４：１０～ フォレスター - 太秦B 常磐野 南丹八木

１５：２０～ 西山 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ フォレスター 常磐野 0 １５：００～ ズイーガ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 南丹八木 太秦B フォレスター

１６：１０～ ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 西山 フォレスター １５：５０～ 園部 ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 太秦B ズイーガ 南丹八木

0 0 園部 太秦B

セレマ 1部 / 2部

4月9日(土)

園部多目的G

園部  アンフィニB  フォレスト ウエスト  フォレスター  南丹八木

A ピッチ B ピッチ

A ピッチ B ピッチ

※　次の日Ｕ１１リーグがあるため備品の撤収のみでオッケーです。

　　 シード　南丹八木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5月8日(日)

園部多目的G

4月23日(土)

アクアパルコ洛西

桂川  リノ  ズイーガ 合同（桂・松陽）  太秦B  花園

※　アクアﾊﾟﾙｺはトンボ掛け終了し、17時完全撤収でお願いします。

5月22日(日)

太陽ヶ丘球A

ズイーガ  リノ  桂川 常磐野  ウエスト  宇多野

A ピッチ B ピッチ

ボルト  西山  フォレスト 宇多野  フォレスター  園部

A ピッチ B ピッチ

B ピッチ

未消化　フォレスト　－　桂川

シード　花園　　　　　　　フォレスト,西山　Ｕ１２、１１どちらか

セレマ 1部 / 2部

6月11日(土)

園部多目的G

午前　リノ　アンフィニB　花園　　　　　　　　　午後(12時集合）　園部　常磐野　太秦B

U

U１１リーグ


