
本部

試合時間 試合時間 試合時間

9:30 スポルト 市貝中 ＦＣ栃木 アルシオーネ 9:30 ともぞう イースト ヴェルデイ プログレッソ 9:30 アネーロ アストロ ＳＡＫＵＲＡ ウィングス

11:10 ＦＣ栃木 アルシオーネ スポルト 市貝中 11:10 ヴェルデイ プログレッソ ともぞう イースト 11:10 ＳＡＫＵＲＡ ウィングス アネーロ アストロ

12:50 イースト アストロ ＳＡＫＵＲＡ プログレッソ 12:50 ともぞう スポルト ＦＣ栃木 ウィングス 12:50 市貝中 アネーロ アルシオーネ ヴェルディ

14:30 ＳＡＫＵＲＡ プログレッソ イースト アストロ 14:30 14:30 アルシオーネ ウ゜ェルディ 市貝中 アネーロ

試合時間 試合時間

9:30 ヴェルディ イースト プラウド ウィングス 10:00 スポルト アルシオーネ プログレッソ ＡＳ栃木

11:10 プラウド ウィングス ヴェルディ イースト 11:40 プログレッソ ＡＳ栃木 スポルト アルシオーネ

12:50 アネーロ ＳＡＫＵＲＡ プラウド ウィングス 13:00（FM)

14:30 ＦＣ栃木 ウィングス アネーロ ＳＡＫＵＲＡ 14:20（FM)

試合時間 試合時間

10:00 アネーロ プラウド イースト ＳＡＫＵＲＡ 10:00 ウーヴァ ヴェルディ ウィングス アルシオーネ

11:40 イースト ＳＡＫＵＲＡ アネーロ プラウド 11:40 ウィングス アルシオーネ ウーヴァ ヴェルディ

13:00（FM) 13:00（FM)

14:20（FM) 14:20（FM)

試合時間 試合時間

10:00 市貝中 プラウド ＦＣ栃木 ウーヴァ 10:00 ともぞう ＳＡＫＵＲＡ アネーロ ヴェルディ

11:40 ＦＣ栃木 ウーヴァ 市貝中 プラウド 11:40 アネーロ ヴェルディ ともぞう ＳＡＫＵＲＡ

13:00（FM) 13:00（FM)

14:20（FM) 14:20（FM)

試合時間

10:00 ＦＣ栃木 プログレッソ 市貝中 アルシオーネ

11:40 市貝中 アルシオーネ プラウド ＡＳ栃木

12:50 プラウド ＡＳ栃木 ＦＣ栃木 プログレッソ

試合時間 試合時間

9:30 プラウド スポルト イースト ウーヴァ 9:30 プログレッソ ともぞう ヴェルディ 市貝中

11:10 イースト ウーヴァ プラウド スポルト 11:10 ヴェルディ 市貝中 プログレッソ ともぞう

12:50 アストロ プラウド スポルト イースト 12:50 ウィングス アネーロ ヴェルディ ともぞう

14:30 スポルト イースト アストロ プラウド 14:30 ヴェルディ ともぞう ウィングス アネーロ

試合時間 試合時間

10:00 アネーロ スポルト ウィングス プロク゜レッソ 9:30 ＦＣ栃木 アストロ イースト プラウド

11:40 ウィングス プロク゜レッソ ＳＡＫＵＲＡ 市貝中 11:10 イースト プラウド ＦＣ栃木 アストロ

12:50 ＳＡＫＵＲＡ 市貝中 アネーロ スポルト 12:50 ＡＳ栃木 ＦＣ栃木 ともぞう プラウド

14:30 ともぞう プラウド ＡＳ栃木 ＦＣ栃木

試合時間 試合時間

10:00 9:30

11:40 11:10

13:00（FM)

14:20（FM)

当該チーム

審判

11月23日（金・祝）

審判

鬼怒上流広場(Ｃ)上の原G

審判 対戦相手

対戦相手 審判 対戦相手 審判

対戦相手

11月11日（日）

上の原G

当該チーム

対戦相手 審判

11月25日（日）

審判

当該チーム

当該チーム

対戦相手

11月17日（土）

対戦相手
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石井緑地No4

対戦相手

対戦相手

石井緑地Ｎｏ.2

対戦相手 審判

審判 対戦相手

11月4日（日）

11月3日（土・祝）

審判

石井緑地No.5 石井緑地No.6

大平町運動公園

11月10日（土）

審判対戦相手

鬼怒上流広場（Ａ）

対戦相手 審判 対戦相手

けやき台G

対戦相手 審判

１１月２４日（土）

審判

審判

審判

矢板中央高校東泉Ｇ

当該チーム

当該チーム

当該チーム

当該チーム

当該チーム

当該チーム

平出サッカー場

対戦相手

石井緑地No.1 鹿沼自然の森



本部

試合時間 試合時間 試合時間

9:30 アストロ ともぞう ウーヴァ ウィングス 9:30 ＳＡＫＵＲＡ アストロ スポルト プロク゜レッソ 10:00

11:10 ウーヴァ ウィングス アストロ ともぞう 11:10 スポルト プロク゜レッソ ＳＡＫＵＲＡ アストロ 11:40

12:50 ともぞう アルシオーネ ウーヴァ プログレッソ 12:50 ヴェルディ ＳＡＫＵＲＡ ウィングス スポルト 13:00（FM)

14:30 ウーヴァ プログレッソ ともぞう アルシオーネ 14:30 ウィングス スポルト ヴェルディ ＳＡＫＵＲＡ 14:20（FM)

試合時間 試合時間

9:30 ＡＳ栃木 スポルト 9:30 ＦＣ栃木 アネーロ プログレッソ アルシオーネ

11:10 ヴェルディ プラウド ＡＳ栃木 スポルト 11:10 プログレッソ アルシオーネ ＦＣ栃木 アネーロ

12:50 12:50 ウーヴァ ＡＳ栃木 ＳＡＫＵＲＡ アルシオーネ

14:30 14:30 ＳＡＫＵＲＡ アルシオーネ ＡＳ栃木 ウーヴァ

試合時間 試合時間 試合時間

10:00 ウィングス ともぞう 9:30 イースト アネーロ アルシオーネ アストロ 9:30 ＡＳ栃木 市貝中 プラウド ウーヴァ

11:40 スポルト ＳＡＫＵＲＡ 11:10 アルシオーネ アストロ イースト アネーロ 11:10 プラウド ウーヴァ ＡＳ栃木 市貝中

12:50 12:50 市貝中 イースト ウーヴァ アストロ 12:50 アネーロ ＡＳ栃木 プラウド アルシオーネ

14:30 14:30 ウーヴァ アストロ 市貝中 イースト 14:30 プラウド アルシオーネ ＡＳ栃木 アネーロ

試合時間 試合時間

9:30 ウーヴァ ＳＡＫＵＲＡ ＦＣ栃木 ヴェルディ 9:30 ともぞう 市貝中 アネーロ プログレッソ

11:10 ＦＣ栃木 ヴェルディ ウーヴァ ＳＡＫＵＲＡ 11:10 アネーロ プログレッソ ＡＳ栃木 イースト

12:50 ともぞう ウーヴァ アネーロ アルシオーネ 12:50 ＡＳ栃木 イースト ＦＣ栃木 ヴェルディ

14:30 アネーロ アルシオーネ ともぞう ウーヴァ 14:30 市貝中 アストロ プログレッソ

試合時間 試合時間

9:30 ＡＳ栃木 ともぞうＳＣ 9:30 イースト アルシオーネ

11:10 ヴェルディ スポルト 11:10 プログレッソ アストロ

12:50 市貝中 ＦＣ栃木 12:50 ＡＳ栃木 アルシオーネ

14:30 14:30 ヴェルディ アストロ

試合時間 試合時間

9:30 ＡＳ栃木 ウィングス 9:30 市貝中 プログレッソ

11:10 アネーロ ウーヴァ 11:10 ウーヴァ .アルシオーネ

12:50 ウィングス 市貝中 12:50 ＦＣ栃木 イースト

14:30 アネーロ ともぞうＳＣ 14:30 ウーヴァ スポルト

試合時間 試合時間

9:30 ＦＣ栃木 スポルト 9:30 ＳＡＫＵＲＡ プラウド

11:10 ヴェルディ ＡＳ栃木 11:10 ウィングス アストロ

12:50 ＦＣ栃木 ＳＡＫＵＲＡ 12:50 プラウド プログレッソ

14:30 ヴェルディ ウィングス 14:30 ＡＳ栃木 アストロ

試合時間 試合時間 試合時間

審判

柳田緑地Ｇ

審判

審判

審判 対戦相手

審判

鬼怒上流広場 鬼怒上流広場

12月

12月2日（日）

対戦相手 審判 対戦相手 審判

12月23日（日）　　※予備日

柳田緑地 大平

対戦相手 審判

12月22日（土）

石井緑地No.1 石井緑地No.2

対戦相手 審判 対戦相手 審判

対戦相手 審判 対戦相手 審判

石井緑地No.6

対戦相手 審判 対戦相手 審判

12月15日（土）

石井緑地No.5

対戦相手 審判 対戦相手 審判
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12月9日（日）

12月8日（土）

平出サッカー場 石井緑地No.1 石井緑地No.2

対戦相手 対戦相手 審判

対戦相手 審判 対戦相手

鬼怒上流広場 鬼怒上流広場

対戦相手対戦相手

12月1日（土）

石井緑地No.5

対戦相手 審判

石井緑地No.6


