
【U-8】第4回 Creativeリーグ　組合せ（11月～3月期）

9:30 栗林 vs キッズ LAZO vs 東かがわ 栗林 vs 牟礼 キッズ vs 高松第一 丸亀FC vs 東かがわ 高松第一 vs LAZO キッズ vs 善通寺FC 栗林 vs 柞田

10:00 栗林 vs 東かがわ 高松第一 vs 柞田 キッズ vs 牟礼 丸亀FC vs 高松第一 キッズ vs シーガル 丸亀FC vs LAZO 丸亀FC vs シーガル キッズ vs 柞田

10:30 高松第一 vs LAZO キッズ vs 柞田 栗林 vs 丸亀FC 高松第一 vs シーガル キッズ vs 東かがわ 栗林 vs シーガル 丸亀FC vs 善通寺FC

11:00 東かがわ vs 高松第一 キッズ vs LAZO 高松第一 vs 牟礼 栗林 vs キッズ 丸亀FC vs 高松第一 LAZO vs 東かがわ 栗林 vs キッズ 柞田 vs 善通寺FC

11:30 キッズ vs 東かがわ 栗林 vs 柞田 キッズ vs 丸亀FC キッズ vs 高松第一 丸亀FC vs シーガル 栗林 vs 丸亀FC キッズ vs シーガル

12:00 柞田 vs LAZO 栗林 vs 高松第一 栗林 vs 高松第一 丸亀FC vs 牟礼 キッズ vs LAZO シーガル vs 東かがわ 丸亀FC vs 柞田 シーガル vs 善通寺FC

14:00 丸亀FC vs 朝比奈(B) 朝比奈(A) vs 牟礼 LAZO vs 東かがわ シーガル vs 柞田 朝比奈(A) vs 善通寺FC 栗林 vs 柞田 朝比奈(A) vs 東かがわ 高松第一 vs LAZO

14:30 牟礼 vs 朝比奈(B) シーガル vs 善通寺FC シーガル vs ディアモ(P) 柞田 vs 東かがわ 朝比奈(B) vs 牟礼 朝比奈(A) vs 柞田 牟礼 vs 朝比奈(B) 朝比奈(A) vs LAZO

15:00 朝比奈(A) vs 善通寺FC 丸亀FC vs シーガル LAZO vs ディアモ(F) 栗林 vs 牟礼 善通寺FC vs 朝比奈(B) 高松第一 vs 牟礼 東かがわ vs 朝比奈(B)

15:30 牟礼 vs 善通寺FC 丸亀FC vs 朝比奈(A) 柞田 vs LAZO シーガル vs 東かがわ 栗林 vs 朝比奈(A) 柞田 vs 善通寺FC 高松第一 vs 朝比奈(A) LAZO vs 東かがわ

16:00 丸亀FC vs 牟礼 シーガル vs 朝比奈(B) シーガル vs LAZO 東かがわ vs ディアモ(F) 栗林 vs 朝比奈(B) 朝比奈(A) vs 牟礼 高松第一 vs 朝比奈(B) 朝比奈(A) vs 牟礼

16:30 朝比奈(A) vs シーガル 善通寺FC vs 朝比奈(B) 柞田 vs ディアモ(P) 柞田 vs 朝比奈(B) 牟礼 vs 善通寺FC LAZO vs 朝比奈(B) 牟礼 vs 東かがわ

17:00 朝比奈(B) vs ディアモ(F) 善通寺FC vs ディアモ(P) 朝比奈(A) vs ディアモ(P) 善通寺FC vs ディアモ(F) 高松第一 vs ディアモ(P) 東かがわ vs ディアモ(F)

17:30 朝比奈(A) vs ディアモ(P) 善通寺FC vs ディアモ(F) 朝比奈(B) vs ディアモ(F) 善通寺FC vs ディアモ(P) LAZO vs ディアモ(P) 牟礼 vs ディアモ(F)

18:00

Aコート Bコート

11月8日(日）

Bコート Aコート Bコート Aコート Bコート

12月6日(日） 1月17日(日） 2月7日(日） 3月7日(日）

Aコート Bコート Aコート


