
7月18日

１試合目 9時00分 大野原SSSB 対 大野原SSSA 青柳EFC SS FC麻生

２試合目 9時30分 FCドルフィン大洋S 対 横瀬SSSA 鹿島アントラーズFC 土合１９８５

３試合目 10時00分 青柳EFC SS 対 平井SSSA 大野原SSSB 大野原SSSA

４試合目 10時30分 鹿島アントラーズFC 対 FC波崎A FCドルフィン大洋S 横瀬SSSA

５試合目 11時00分 大野原SSSB 対 軽野SSS 青柳EFC SS 平井SSSA

６試合目 11時30分 FCドルフィン大洋S 対 玉造FC N 鹿島アントラーズFC FC波崎A

7試合目 12時00分 青柳EFC SS 対 日の出SS 大野原SSSB 軽野SSS

8試合目 12時30分 鹿島アントラーズFC 対 鉢形SSS FCドルフィン大洋S 玉造FC N

9試合目 13時00分 大野原SSSB 対 FC波崎B 青柳EFC SS 日の出SS

10試合目 13時30分 FCドルフィン大洋S 対 軽野東SSS 鹿島アントラーズFC 鉢形SSS

11試合目 14時00分 青柳EFC SS 対 FC麻生 大野原SSSB FC波崎B

12試合目 14時30分 鹿島アントラーズFC 対 土合１９８５ FCドルフィン大洋S 軽野東SSS

１試合目 9時00分 軽野SSS 対 FC波崎B 平井SSSA 日の出SS

２試合目 9時30分 玉造FC N 対 軽野東SSS FC波崎A 鉢形SSS

３試合目 10時00分 日の出SS 対 FC麻生 軽野SSS FC波崎B

４試合目 10時30分 鉢形SSS 対 土合１９８５ 玉造FC N 軽野東SSS

５試合目 11時00分 大野原SSSA 対 FC波崎B 日の出SS FC麻生

６試合目 11時30分 横瀬SSSA 対 軽野東SSS 鉢形SSS 土合１９８５

7試合目 12時00分 平井SSSA 対 FC麻生 大野原SSSA FC波崎B

8試合目 12時30分 FC波崎A 対 土合１９８５ 横瀬SSSA 軽野東SSS

9試合目 13時00分 大野原SSSA 対 軽野SSS 平井SSSA FC麻生

10試合目 13時30分 横瀬SSSA 対 玉造FC N FC波崎A 土合１９８５

11試合目 14時00分 平井SSSA 対 日の出SS 大野原SSSA 軽野SSS

12試合目 14時30分 FC波崎A 対 鉢形SSS 横瀬SSSA 玉造FC N

１試合目 9時00分 横瀬SSSB 対 津知SS 鹿島SSS 玉造FC T

２試合目 9時30分 三笠小SSS 対 延方SS 平井SSSB 息栖SSS

３試合目 10時00分 鹿島SSS 対 ＦＣ北浦 横瀬SSSB 津知SS

４試合目 10時30分 平井SSSB 対 潮来SS 三笠小SSS 延方SS

５試合目 11時00分 横瀬SSSB 対 大野SSS 鹿島SSS ＦＣ北浦

６試合目 11時30分 三笠小SSS 対 波崎太田ＦＣ 平井SSSB 潮来SS

7試合目 12時00分 鹿島SSS 対 波野SSS 横瀬SSSB 大野SSS

8試合目 12時30分 平井SSSB 対 鉾田ＳＳＳ 三笠小SSS 波崎太田ＦＣ

9試合目 13時00分 横瀬SSSB 対 牛堀SSS 鹿島SSS 波野SSS

10試合目 13時30分 三笠小SSS 対 高松小SSS 平井SSSB 鉾田ＳＳＳ

11試合目 14時00分 鹿島SSS 対 玉造FC T 横瀬SSSB 牛堀SSS

12試合目 14時30分 平井SSSB 対 息栖SSS 三笠小SSS 高松小SSS

１試合目 9時00分 大野SSS 対 牛堀SSS ＦＣ北浦 波野SSS

２試合目 9時30分 波崎太田ＦＣ 対 高松小SSS 潮来SS 鉾田ＳＳＳ

３試合目 10時00分 波野SSS 対 玉造FC T 大野SSS 牛堀SSS

４試合目 10時30分 鉾田ＳＳＳ 対 息栖SSS 波崎太田ＦＣ 高松小SSS

５試合目 11時00分 津知SS 対 牛堀SSS 波野SSS 玉造FC T

６試合目 11時30分 延方SS 対 高松小SSS 鉾田ＳＳＳ 息栖SSS

7試合目 12時00分 ＦＣ北浦 対 玉造FC T 津知SS 牛堀SSS

8試合目 12時30分 潮来SS 対 息栖SSS 延方SS 高松小SSS

9試合目 13時00分 津知SS 対 大野SSS ＦＣ北浦 玉造FC T

10試合目 13時30分 延方SS 対 波崎太田ＦＣ 潮来SS 息栖SSS

11試合目 14時00分 ＦＣ北浦 対 波野SSS 津知SS 大野SSS

12試合目 14時30分 潮来SS 対 鉾田ＳＳＳ 延方SS 波崎太田ＦＣ
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