
男子Aリーグ　　　　　　リーグ運営責任者　　（　鹿島中学校　松野　）　　

No. 時間 勝ちチーム

1 ８：３０ （加古川合同） - （豊岡合同） (加古川合同)

2 ９：５０ 山手 - 別府 山手

3 １１：１０ (豊岡合同) - （平岡南） (豊岡合同)

4 １２：３０ 山手 - 平岡南 山手

5 １３：５０ (加古川合同) - （平岡南） (加古川合同)

6 １５：１０ 別府 - 平岡南 別府

7 ８：３０ （望海） - （別所） 旭丘

8 ９：５０ 旭丘 - 鹿島 (望海)

9 １１：１０ （加古川合同） - （望海） 山手

10 １２：３０ 山手 - 旭丘 (加古川合同)

11 １３：５０ （加古川合同） - （別所） 鹿島

12 １５：１０ 山手 - 鹿島 (別所)

13 ８：３０ （小野） - （旭丘） 自由が丘

14 ９：５０ 自由が丘 - 大久保北 (旭丘)

15 １１：１０ （加古川合同） - （小野） 大久保北

16 １２：３０ 山手 - 大久保北 (小野)

17 １３：５０ （加古川合同） - （旭丘） 山手

18 １５：１０ 山手 - 自由が丘 (加古川合同)

自由が丘 旭丘 稲美
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山手 別府 平岡南

組み合わせ 試合結果

大久保北 三木東 鹿島

日時：5月11日　　　会場：山手中学校(Aコート)

８３－２５

８９－３７

５４－３９

８１－３０

８４－３６

５３－３２

旭丘 鹿島

日時：6月8日　　　会場：鹿島中学校(Aコート)

山手 旭丘

(望海) (別所)

山手 鹿島

(加古川合同) (別所)

自由が丘 大久保北

(加古川合同) (別所)

日時：8月10日　　会場：山手中学校(Aコート)

山手 大久保北

(小野) (旭丘)

(加古川合同) (旭丘)

山手 自由が丘

(加古川合同) (小野)



女子Aリーグ　　　　　　リーグ運営責任者　　（　望海中学校　和田　）　

No. 時間 勝ちチーム

1 ８：３０ （小野） - （望海） (望海)

2 ９：５０ 自由が丘 - 旭丘 自由が丘

3 １１：１０ （小野） - （両荘） (両荘)

4 １２：３０ 自由が丘 - 稲美 △

5 １３：５０ （望海） - （両荘） (望海)

6 １５：１０ 旭丘 - 稲美 稲美

7 ８：３０ （小野） - （浜の宮） 別府

8 ９：５０ 別府 - 自由が丘 (浜の宮)

9 １１：１０ （豊岡合同） - （浜の宮） 別府

10 １２：３０ 別府 - 三木東 (豊岡合同)

11 １３：５０ （小野） - （豊岡合同） 三木東

12 １５：１０ 自由が丘 - 三木東 (小野)

13 ８：３０ 稲美 - 鹿島 平岡南

14 ９：５０ 別府 - 旭丘 稲美

15 １１：１０ 平岡南 - 三木東 別府

16 -

17 -

18 -

（平岡南）

（小野） （望海） （両荘）

（加古川合同） （豊岡合同）
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組み合わせ 試合結果

（旭丘） （浜の宮） （別所）

日時：5月11日　　　会場：自由が丘中学校

６３－３０

４０－４１

４９－４９

３６－５８

１２４－１０

別府 自由が丘

日時：6月8日　　　会場：三木東中学校

別府 三木東

(小野) (浜の宮)

自由が丘 三木東

(豊岡合同) (浜の宮)

平岡南 三木東

(小野) (豊岡合同)

日時：8月10日　　　会場：山手中学校(Bコート)

別府 旭丘

稲美 鹿島

３２－７２



No. 時間 勝ちチーム

1 ８：３０ （旭丘） - （浜の宮） (旭丘)

2 ９：５０ 大久保北 - 三木東 三木東

3 １１：１０ （旭丘） - （別所） (旭丘)

4 １２：３０ 大久保北 - 鹿島 大久保北

5 １３：５０ （浜の宮） - （別所） (浜の宮)

6 １５：１０ 三木東 - 鹿島 三木東

7 ８：３０ （平岡南） - （両荘） 平岡南

8 ９：５０ 平岡南 - 稲美 (平岡南)

9 １１：１０ （平岡南） - （旭丘） 大久保北

10 １２：３０ 平岡南 - 大久保北 (旭丘)

11 １３：５０ （両荘） - （旭丘） 稲美

12 １５：１０ 稲美 - 大久保北 (両荘)

13 ８：３０ （両荘） - （別所） (平岡南)

14 ９：５０ （豊岡合同） - （望海） (両荘)

15 １１：１０ （平岡南） - （浜の宮） (望海)

16 -

17 -

18 -
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組み合わせ 試合結果

日時：5月11日　　　会場：山手中学校(Bコート)

平岡南 稲美

日時：6月8日　　　会場：鹿島中学校(Bコート)

平岡南 大久保北

(平岡南) (両荘)

稲美 大久保北

(平岡南) (旭丘)

(両荘) (旭丘)

(平岡南) (浜の宮)

日時：8月10日　　　会場：両荘中学校

(豊岡合同) (望海)

(両荘) (別所)

２０－０

４５－５６

６８－３８

５０－４０

７８－３２

７０－５４




