
第1日　3万10B伍）　芳崖リーク徴表

Aブロック（せせらぎAグランド）
＊＊＊＊＊＊＊ �四箇郷 �東　浦 �小倉高積 �ビゴーレ �野　上 �勝 �負；分 ��勝点 �得点 �失点 �得失 �順位 

四箇郷 �＊＊＊＊＊＊＊ �8　－　0 �3　－1 �9　－1 �7　－　0 �4 �0 �0 �12 �27 �2 �25 �1 

東　浦 �0　－　8 �＊＊＊＊＊＊＊ �0　－　3 �4　－　2 �3　－　3 �1 �2 �1 �：4 �7 �16 �－9 �3 

小倉高積 �1　－　3 �3　－　0 �＊＊＊＊＊＊＊ �1－　2 �6　－　0 �2 �2 �0 �6 �11 �5 �6 �2 

ビゴーレ �1　－　9 �2　－　4 �2　－1 �＊＊＊＊＊＊＊ �1㌧1 �1 �2 �1 �14 �6 �15 �－9 �4 

野　上 �0　－　7 �3　－　3 �0　－　6 �1　－1 �＊＊＊＊＊＊＊ �0 �2 �2 �2 �4 �17 �－1、3 �5 

Bブロック（せせらぎBグランド）
＊＊＊＊＊＊＊ �林崎里浦 �北大冠 �打　田 �奈良東和 �一　宮 �勝 �負 �分 �勝点 �得点「失点 ��∈∋ �順位 得失 

林崎里浦 �＊＊＊＊＊＊＊ �1　－　2 �3　－　0 �4　－　0 �2　－　0 �3 �1 �0 �9 �10　　2 ��8 �2 

北大冠 �2　－1 �＊＊＊＊＊＊＊ �5　－　0 �5　－　0 �3　－1 �4 �0 �0 �12 �15　　2 ��13 �1 

打　田 �0　－　3 �0　－　5 �＊＊＊＊＊＊＊ �1　－1 �0　－　6 �0 �311 ��1 �1：15 ��－14 �5 

奈良東和 �0　－　4 �0　－　5 �1－1 �＊＊＊＊＊＊＊ �0　－　3 �0 �3 �1 �1 �1 �13 �－12 �4 

一　宮 �0　－　2 �1　－　3 �6　－　0 �3　－　0 �＊＊＊＊＊＊＊ �2 �2 �0 �6 �10 �5 �5 �3 

Cブロック（四箇郷Cグランド）
＊＊＊＊＊＊＊ �宮　北 �鯨江東 �河　北 �桑　畠 �妙　寺 �勝 �負 �分 �勝点 �得点 �失点 �得失 �順位 

宮　北 �＊＊＊＊＊＊＊ �0　－　6 �0　－　8 �0　－1 �0　－　4 �0」4 ��0 �0 �0 �19 �－19 �5 

鯨江東 �6　－　0 �＊＊＊＊＊＊＊ �1－　2 �4　－　2 �3　－　0 �311 ��0 �9 �14 �4 �10 �2 

河　北 �8　－　0 �2　－1 �＊＊＊＊＊＊＊ �4　－　0 �5　－　0 �4 �0 �0 �12 �19 �1 �18 �1 

桑　島 �1　－　0 �2　－　4 �0　－　4 �＊＊＊＊＊＊＊ �1　－　0 �2 �2 �0 �6 �4 �8 �－4 �3 

妙　寺 �4　－　0 �0　－　3 �0　－　5 �0　－1 �＊＊＊＊＊＊＊ �1 �3 �0 �3 �4 �9 �－5 �4 

Dブロック（セレソンDグランド）
＊＊＊＊＊＊＊ �セレソン �新金岡 �伏　虎 �岩　出 �ロ北有功 �勝 �負 �分 �勝点 �得点 �失点 �得失 �順位 

セレソン �＊＊＊＊＊＊＊ �0　－1 �2　－　0 �11－　0 �8　－　0 �3 �1 �0 �9 �21 �1 �20 �2 

新金岡 �1　－　0 �＊＊＊＊＊＊＊ �1　－　0 �4　－　0 �2　－　0 �4 �0 �0 �12 �8 �0 �8 �1 

伏　虎 �0　－　2 �0　－1 �＊＊＊＊＊＊＊ �2　－　0 �2　－　0 �2 �2二　〇 ��16 �4 �3 �1 �3 

岩　出 �0　－11 �0　－　4 �0　－　2 �＊＊＊＊＊＊＊ �21－　2 �0 �3 �1 �1 �2 �19 �－17 �5 

河北有功東 �0　－　8 �0　－　2 �0　－　2 �2　－　2 �＊＊＊＊＊＊＊ �0 �3 �1 �：1 �2〝；14 ��－12 �4 

Eブロック（セレソンEグランド）
＊＊＊＊＊＊＊ �楠　見 �松　原 �浜　宮 �プログレ �ファニー �勝 �負 �分 �勝点 �得点i失点 �得失 �順位 

楠　見 �＊＊＊＊＊＊＊ �3　－　2 �4　－　0 �1　－1 �0　－　2 �2 �1 �1 �7 �81　5 �3 �3 

松　原 �2　－　3 �＊＊＊＊＊＊＊ �4　－　2 �6　－　0 �2　－1 �3 �1 �0 �9 �14　　6 �8 �1 

浜　宮 �0　－　4 �2　－　4 �＊＊＊＊＊＊＊ �2　－　0 �1　－　2 �1 �3 �0 �3 �5110 �－5 �4 
／i／ブログレ �1　－1 �0　－　6 �0　－　2 �＊＊＊＊＊＊＊ �1　－　2 �0；3 ��1 �1 �2‾　11 �－9 �5 

ファニー �2　－　0 �1　－　2 �2　－1 �2　－1 �＊＊＊＊＊＊＊ �3il ��0 �9 �7；　4 �3 �2 

Fブロック（セレソンFグランド）

＊＊＊＊＊＊＊ �貴　志 �八　尾 �粉　河 �紀　伊 �貴志川 �勝 �1割分 ��勝点 �得点 �失点 �得失 �順位 

貴　志 �＊＊＊＊＊＊＊ �1　－　0 �0　－　2 �2　－　＿0 �0　－　5 �2 �2 �0 �6 �3 �7 �－4 �3 

八　尾 �0　－1 �＊＊＊＊＊＊＊ �2　－1 �3　－1 �0　－　7 �2 �、2 �0 �6 �5 �10 �－5 �4 

粉　河 �2　－　0 �1－　2 �＊＊＊＊＊＊＊ �4　－1 �0　－1 �2 �2 �0 �6 �7 �4 �3 �2 

紀　伊 �0　－　2 �1　－　3 �1　－　4 �＊＊＊＊＊＊＊ �0　－　2 �0 �i4 �0 �0 �2 �11 �－9 �5 

貴志川 �5　－　0 �7　－　0 �1　－　0 �2　－　0 �＊＊＊＊＊＊＊ �4 �十〇 �0 �12 �15：　0 ��15 �1 


