
middlesリーグ 変更箇所は赤字で表示　青字は申請中 №１

ホーム(Ｈ) アウェー(Ａ) 主審 副審

18:10 サンカント vs 桜井 新庄 奈良FCOB

19:05 ポルベニルカシハラ vs スピルミーゴ2nd サンカント 桜井

20:00 新庄 vs 奈良FCOB ポルベニルカシハラ スピルミーゴ2nd

18:10 Ｄ高田マスターズ vs ポルベニルカシハラ 橿原クァレンタ サンカント

19:05 法隆寺O50 vs 新庄 Ｄ高田マスターズ ポルベニルカシハラ

20:00 橿原クァレンタ vs サンカント 法隆寺O50 新庄

17:10 スピルミーゴ2nd vs 法隆寺O50 奈良FCOB 橿原クァレンタ

18:05 桜井 vs Ｄ高田マスターズ スピルミーゴ2nd 法隆寺O50

19:00 奈良FCOB vs 橿原クァレンタ 桜井 Ｄ高田マスターズ

18:10 新庄 vs 橿原クァレンタ ポルベニルカシハラ 法隆寺O50

19:05 サンカント vs Ｄ高田マスターズ 新庄 橿原クァレンタ

20:00 ポルベニルカシハラ vs 法隆寺O50 サンカント Ｄ高田マスターズ

18:10 法隆寺O50 vs 桜井 Ｄ高田マスターズ 奈良FCOB

19:05 橿原クァレンタ vs スピルミーゴ2nd 法隆寺O50 桜井

20:00 Ｄ高田マスターズ vs 奈良FCOB 橿原クァレンタ スピルミーゴ2nd

18:10 奈良FCOB vs サンカント スピルミーゴ2nd 新庄

19:05 桜井 vs ポルベニルカシハラ 奈良FCOB サンカント

20:00 スピルミーゴ2nd vs 新庄 桜井 ポルベニルカシハラ

18:10 新庄 vs Ｄ高田マスターズ ポルベニルカシハラ 奈良FCOB

19:05 サンカント vs スピルミーゴ2nd 新庄 Ｄ高田マスターズ

20:00 ポルベニルカシハラ vs 奈良FCOB サンカント スピルミーゴ2nd

18:10 橿原クァレンタ vs ポルベニルカシハラ 法隆寺O50 サンカント

19:05 桜井 vs 新庄 橿原クァレンタ ポルベニルカシハラ

20:00 法隆寺O50 vs サンカント 桜井 新庄

18:10 Ｄ高田マスターズ vs 橿原クァレンタ スピルミーゴ2nd 桜井

19:05 奈良FCOB vs 法隆寺O50 Ｄ高田マスターズ 橿原クァレンタ

20:00 スピルミーゴ2nd vs 桜井 奈良FCOB 法隆寺O50

18:10 ポルベニルカシハラ vs 新庄 橿原クァレンタ 桜井

19:05 スピルミーゴ2nd vs Ｄ高田マスターズ ポルベニルカシハラ 新庄

20:00 橿原クァレンタ vs 桜井 スピルミーゴ2nd Ｄ高田マスターズ

18:10 奈良FCOB vs スピルミーゴ2nd 法隆寺O50 Ｄ高田マスターズ

19:05 新庄 vs サンカント 奈良FCOB スピルミーゴ2nd

20:00 法隆寺O50 vs Ｄ高田マスターズ 新庄 サンカント

18:10 橿原クァレンタ vs ポルベニルカシハラ 法隆寺O50 サンカント

19:05 桜井 vs 新庄 橿原クァレンタ ポルベニルカシハラ

20:00 法隆寺O50 vs サンカント 桜井 新庄

18:10 桜井 vs 奈良FCOB サンカント ポルベニルカシハラ

19:05 法隆寺O50 vs 橿原クァレンタ 桜井 奈良FCOB

20:00 サンカント vs ポルベニルカシハラ 法隆寺O50 橿原クァレンタ

注意事項 入場(ピッチ内）は基本18:00〜となります。時間外入場禁止。
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