
2019.9.18 No.4 日没時間

9/14(土) 9:30 Forza Chita 安城 審判 東海 準備 Forza Chita ②－⑦

ﾃﾗｽﾎﾟ鶴舞W 10:50 東海 名古屋500CR 審判 安城 当番 安城 ⑩－⑭

9/23(月祝) 17:15 審判 準備 名古屋500CR

口論義運動 18:25 KORYO 名古屋500CR 審判 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ 当番 KORYO ⑩－⑬ 17:49

公園球技場 19:35 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ 西尾張 審判 KORYO 片づけ 西尾張 ④－⑤

9/28(土) 17:15 西尾張 刈谷 審判 高浜 準備 刈谷 ③－④

口論義運動 18:25 高浜 KORYO 審判 羅針盤倶楽部N 当番 KORYO ⑨－⑬ 17:42

公園球技場 19:35 豊田 羅針盤倶楽部N 審判 KORYO 片づけ 豊田 ①－⑥

10/6(日) 18:15 高浜 ｺﾞｰﾙｸﾗﾌﾞG 審判 東尾張 準備 ｺﾞｰﾙｸﾗﾌﾞG ⑨－⑫

豊田柳川瀬 19:25 西春日井 東尾張 審判 高浜 当番 高浜 ⑧－⑪

10/12(土) 16:40 高浜 西春日井 審判 KORYO 準備 高浜 ⑨－⑪

ﾃﾗｽﾎﾟ鶴舞 17:50 東海 KORYO 審判 西春日井 当番 西春日井 ⑬－⑭

ｳｴｽﾄ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 19:00 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ 安城 審判 名古屋500CR 当番 安城 ②－⑤

20:10 名古屋500CR ｺﾞｰﾙｸﾗﾌﾞG 審判 安城 片づけ ｺﾞｰﾙｸﾗﾌﾞG ⑩－⑫

10/20(日) 17:15 刈谷 安城 審判 豊田 準備 安城 ②－③

刈谷運動公園 18:25 Forza Chita 豊田 審判 西尾張 当番 Forza Chita ⑥－⑦ 17:12

GG(人工芝) 19:35 西尾張 羅針盤倶楽部N 審判 Forza Chita 片づけ 羅針盤倶楽部N ①－④

10/26(土) 17:15 刈谷 Forza Chita 審判 ｺﾞｰﾙｸﾗﾌﾞG 準備 Forza Chita ③－⑦

刈谷運動公園 18:25 KORYO ｺﾞｰﾙｸﾗﾌﾞG 審判 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ 当番 KORYO ⑫－⑬ 17:05

GG(人工芝) 19:35 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ 羅針盤倶楽部N 審判 KORYO 片づけ 羅針盤倶楽部N ①－⑤

11/2(土) 9:20 西尾張 安城 審判 東海 準備 安城 ②－④

豊田柳川瀬 10:30 東海 ｺﾞｰﾙｸﾗﾌﾞG 審判 西春日井 当番 ｺﾞｰﾙｸﾗﾌﾞG ⑫－⑭ 16:58

公園ｻｯｶｰ場 11:40 名古屋500CR 西春日井 審判 ｺﾞｰﾙｸﾗﾌﾞG 片づけ 西春日井 ⑩－⑪

11/3(日) 18:40 豊田 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ 審判 刈谷 当番 豊田 ⑤－⑥

ﾃﾗｽﾎﾟ鶴舞W 19:50 刈谷 羅針盤倶楽部N 審判 豊田 片づけ 刈谷 ①－③

11/9(土) 17:15 Forza Chita 西尾張 審判 ｺﾞｰﾙｸﾗﾌﾞG 準備 西尾張 ④－⑦

犬山羽黒 18:25 ｺﾞｰﾙｸﾗﾌﾞG 西春日井 審判 高浜 当番 西春日井 ⑪－⑫ 16:51

公園ｻｯｶｰ場 19:35 高浜 東尾張 審判 西春日井 片づけ 東尾張 ⑧－⑨

11/16(土) 16:40 東海 東尾張 審判 名古屋500CR 準備 東海 ⑧－⑭

ﾃﾗｽﾎﾟ鶴舞 17:50 高浜 名古屋500CR 審判 東尾張 当番 東尾張 ⑨－⑩

ｲｰｽﾄｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 19:00 羅針盤倶楽部N 安城 審判 刈谷 当番 羅針盤倶楽部N ①－②

20:10 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ 刈谷 審判 羅針盤倶楽部N 片づけ ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ ③－⑤

11/23(土祝) 18:40 東海 西春日井 審判 名古屋500CR 当番 東海 ⑪－⑭

ﾃﾗｽﾎﾟ鶴舞W 19:50 名古屋500CR 東尾張 審判 東海 片づけ 東尾張 ⑧－⑩

12/8(日) 16:40 豊田 刈谷 審判 東尾張 準備 豊田 ③－⑥

ﾃﾗｽﾎﾟ鶴舞 17:50 KORYO 東尾張 審判 刈谷 当番 刈谷 ⑧－⑬

ｳｴｽﾄｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 19:00 Forza Chita ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ 審判 高浜 当番 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ ⑤－⑦

20:10 高浜 東海 審判 ﾅｺﾞﾔｶﾙﾁｮ 片づけ 東海 ⑨－⑭

12/15(日) 18:40 豊田 西尾張 審判 Forza Chita 当番 西尾張 ④－⑥

ﾃﾗｽﾎﾟ鶴舞E 19:50 Forza Chita 羅針盤倶楽部N 審判 西尾張 片づけ 安城 ①－⑦

12/21(土) 17:15 ｺﾞｰﾙｸﾗﾌﾞG 東尾張 審判 O-40 準備 東尾張 ⑧－⑫

刈谷運動公園 18:25 審判 ｺﾞｰﾙｸﾗﾌﾞG 当番 ｺﾞｰﾙｸﾗﾌﾞG 16:41

GG(人工芝) 19:35 審判 O-40 片づけ O-40

12/22(日) 18:20 KORYO 西春日井 審判 豊田 当番 西春日井 ⑪－⑬

豊田柳川瀬 19:35 豊田 安城 審判 西春日井 片づけ 安城 ②－⑥
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