
2部リーグ 変更箇所は赤字で表示 №1

節 日 曜日 会場 時間 主審 副審 備考

17:30 クァレンタアミーゴ vs 畝傍クラブ D高田マスターズ 奈良FCOB

18:40 FC ARTISTA vs 法隆寺2nd クァレンタアミーゴ 畝傍クラブ

19:50 D高田マスターズ vs 奈良FCOB FC ARTISTA 法隆寺2nd

17:30 スピルミーゴ2nd vs AKGレガシー 香芝デンジャラス 畝傍クラブ

18:40 リオセレステ vs クァレンタアミーゴ スピルミーゴ2nd AKGレガシー 会場変更

19:50 香芝デンジャラス vs 畝傍クラブ リオセレステ クァレンタアミーゴ

17:30 AKGレガシー vs シャープ郡山 FC ARTISTA 香芝デンジャラス

18:40 クァレンタアミーゴ vs サンカント AKGレガシー シャープ郡山

19:50 FC ARTISTA vs 香芝デンジャラス クァレンタアミーゴ サンカント

18:15 法隆寺2nd vs D高田マスターズ スピルミーゴ2nd YSSC

19:25 奈良FCOB vs クァレンタアミーゴ 法隆寺2nd D高田マスターズ

20:35 スピルミーゴ2nd vs YSSC 奈良FCOB クァレンタアミーゴ

17:30 YSSC vs 法隆寺2nd シャープ郡山 クァレンタアミーゴ

18:40 畝傍クラブ vs FC ARTISTA YSSC 法隆寺2nd

19:50 シャープ郡山 vs クァレンタアミーゴ 畝傍クラブ FC ARTISTA

17:30 香芝デンジャラス vs D高田マスターズ サンカント リオセレステ

18:40 AKGレガシー vs 奈良FCOB 香芝デンジャラス D高田マスターズ

19:50 サンカント vs リオセレステ AKGレガシー 奈良FCOB

17:30 法隆寺2nd vs 香芝デンジャラス 奈良FCOB FC ARTISTA 5/16変更日程分

18:40 シャープ郡山 vs D高田マスターズ 法隆寺2nd 香芝デンジャラス

19:50 奈良FCOB vs FC ARTISTA シャープ郡山 D高田マスターズ

17:30 D高田マスターズ vs FC ARTISTA 法隆寺2nd AKGレガシー

18:40 畝傍クラブ vs リオセレステ D高田マスターズ FC ARTISTA

19:50 法隆寺2nd vs AKGレガシー 畝傍クラブ リオセレステ

17:30 スピルミーゴ2nd vs サンカント クァレンタアミーゴ 香芝デンジャラス

18:40 奈良FCOB vs YSSC スピルミーゴ2nd サンカント

19:50 クァレンタアミーゴ vs 香芝デンジャラス 奈良FCOB YSSC

17:30 FC ARTISTA vs YSSC D高田マスターズ 畝傍クラブ

18:40 リオセレステ vs スピルミーゴ2nd FC ARTISTA YSSC

19:50 D高田マスターズ vs 畝傍クラブ リオセレステ スピルミーゴ2nd

17:30 シャープ郡山 vs サンカント クァレンタアミーゴ 法隆寺2nd

18:40 香芝デンジャラス vs AKGレガシー シャープ郡山 サンカント

19:50 クァレンタアミーゴ vs 法隆寺2nd 香芝デンジャラス AKGレガシー

17:30 畝傍クラブ vs スピルミーゴ2nd YSSC 香芝デンジャラス

18:40 奈良FCOB vs サンカント 畝傍クラブ スピルミーゴ2nd

19:50 YSSC vs 香芝デンジャラス 奈良FCOB サンカント

18:15 AKGレガシー vs FC ARTISTA YSSC D高田マスターズ

19:25 シャープ郡山 vs リオセレステ AKGレガシー FC ARTISTA 開始時間注意

20:35 YSSC vs D高田マスターズ シャープ郡山 リオセレステ 注記

17:30 スピルミーゴ2nd vs シャープ郡山 サンカント 法隆寺2nd

18:40 YSSC vs 畝傍クラブ スピルミーゴ2nd シャープ郡山

19:50 サンカント vs 法隆寺2nd YSSC 畝傍クラブ
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2部リーグ 変更箇所は赤字で表示

節 日 曜日 会場 時間 審判 副審 備考

17:30 リオセレステ vs 奈良FCOB D高田マスターズ AKGレガシー

18:40 FC ARTISTA vs クァレンタアミーゴ リオセレステ 奈良FCOB

19:50 D高田マスターズ vs AKGレガシー FC ARTISTA クァレンタアミーゴ

17:30 サンカント vs 香芝デンジャラス 畝傍クラブ シャープ郡山

18:40 AKGレガシー vs YSSC サンカント 香芝デンジャラス

19:50 畝傍クラブ vs シャープ郡山 AKGレガシー YSSC

17:30 クァレンタアミーゴ vs スピルミーゴ2nd AKGレガシー リオセレステ 5/23変更日程分

18:40 畝傍クラブ vs サンカント クァレンタアミーゴ スピルミーゴ2nd

19:50 AKGレガシー vs リオセレステ 畝傍クラブ サンカント

17:30 法隆寺2nd vs リオセレステ 奈良FCOB スピルミーゴ2nd

18:40 クァレンタアミーゴ vs D高田マスターズ 法隆寺2nd リオセレステ

19:50 奈良FCOB vs スピルミーゴ2nd クァレンタアミーゴ D高田マスターズ

17:30 YSSC vs クァレンタアミーゴ AKGレガシー 畝傍クラブ

18:40 スピルミーゴ2nd vs 法隆寺2nd YSSC クァレンタアミーゴ

19:50 AKGレガシー vs 畝傍クラブ スピルミーゴ2nd 法隆寺2nd

17:30 香芝デンジャラス vs リオセレステ シャープ郡山 奈良FCOB

18:40 サンカント vs FC ARTISTA 香芝デンジャラス リオセレステ

19:50 シャープ郡山 vs 奈良FCOB サンカント FC ARTISTA

17:30 畝傍クラブ vs 奈良FCOB 法隆寺2nd シャープ郡山

18:40 リオセレステ vs FC ARTISTA 畝傍クラブ 奈良FCOB

19:50 法隆寺2nd vs シャープ郡山 リオセレステ FC ARTISTA

17:30 クァレンタアミーゴ vs AKGレガシー スピルミーゴ2nd 香芝デンジャラス

18:40 D高田マスターズ vs サンカント クァレンタアミーゴ AKGレガシー

19:50 スピルミーゴ2nd vs 香芝デンジャラス D高田マスターズ サンカント

17:30 奈良FCOB vs 法隆寺2nd 香芝デンジャラス シャープ郡山

18:40 YSSC vs サンカント 奈良FCOB 法隆寺2nd

19:50 香芝デンジャラス vs シャープ郡山 YSSC サンカント

17:30 リオセレステ vs D高田マスターズ FC ARTISTA スピルミーゴ2nd

18:40 シャープ郡山 vs YSSC リオセレステ D高田マスターズ

19:50 FC ARTISTA vs スピルミーゴ2nd シャープ郡山 YSSC

17:30 香芝デンジャラス vs 奈良FCOB 畝傍クラブ 法隆寺2nd

18:40 AKGレガシー vs サンカント 香芝デンジャラス 奈良FCOB

19:50 畝傍クラブ vs 法隆寺2nd AKGレガシー サンカント

17:30 FC ARTISTA vs シャープ郡山 リオセレステ YSSC

18:40 D高田マスターズ vs スピルミーゴ2nd FC ARTISTA シャープ郡山

19:50 リオセレステ vs YSSC D高田マスターズ スピルミーゴ2nd
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