
二部

節 会場 月日 ｷｯｸｵﾌ Ｒ 運営

安久路 5/28(土) 9:00 浜松開誠館4 対 浜松学芸
浜松湖東2

浜松学芸

安久路 5/28(土) 10:30 浜松湖東2 対 浜松日体

浜松開誠館4

浜松学芸

下垂木 5/28(土) 13:00 掛川工 対 磐田南 浜松南2 磐田南

下垂木 5/28(土) 15:00 浜松南2 対 浜松商 掛川工 磐田南

江之島 5/29(日) 10:00 浜松湖南 対 浜松江之島 湖西2 浜松湖南

江之島 5/29(日) 12:00 湖西2 対 浜北西 浜松湖南 浜松湖南

オイスカ 5/29(日) 13:30 浜松東2 対 聖隷3 浜名3 オイスカ2

オイスカ 5/29(日) 15:00 浜名3 対 オイスカ2 浜松東2 オイスカ2

江之島 6/11(土) 10:00 浜松商 対 浜松江之島 浜松南2

浜松江之島

江之島 6/11(土) 12:00 浜松南2 対 浜北西 浜松商

浜松江之島

湖西 6/11(土) 13:45 浜松湖南 対 オイスカ2 湖西2 湖西2

湖西 6/11(土) 15:30 湖西2 対 聖隷3 オイスカ2 湖西2

日体 6/11(土) 10:00 浜名3 対 浜松日体
浜松湖東2

浜松日体

日体 6/11(土) 12:00 浜松東2 対 磐田南 浜名3 浜松日体

日体 6/11(土) 14:00 浜松湖東2 対 浜松開誠館4 浜松東2 浜松日体

掛川工 7/3(日) 10:00 掛川工 対 浜松学芸 浜松学芸 掛川工

磐田南 6/19(日) 10:00 湖西2 対 磐田南 浜名3 磐田南

磐田南 6/19(日) 12:00 浜名3 対 浜松開誠館4 湖西2 磐田南

オイスカ 6/19(日) 13:30 浜松商 対 オイスカ2

浜松江之島

オイスカ2

オイスカ 6/19(日) 15:00 浜松江之島 対 浜北西 浜松商 オイスカ2

掛川工 6/19(日) 10:00 浜松東2 対 掛川工
浜松湖東2

掛川工

掛川工 6/19(日) 12:00 浜松湖東2 対 浜松学芸 浜松東2 掛川工

日体 6/19(日) 10:00 浜松湖南 対 浜松日体 聖隷3 浜松日体

日体 6/19(日) 12:00 浜松南2 対 聖隷3 浜松湖南 浜松日体

掛川工 6/25(土) 10:00 湖西2 対 掛川工 浜松商 掛川工

掛川工 6/25(土) 12:00 浜松商 対 浜松日体 湖西2 掛川工

浜松東 6/25(土) 10:00 浜松東2 対 浜松学芸 浜名3 浜松東2

浜松東 6/25(土) 12:00 浜名3 対 浜松湖東2 浜松学芸 浜松東2

江之島 6/26(日) 10:00 浜松江之島 対 聖隷3 浜北西 聖隷3

江之島 6/26(日) 12:00 浜北西 対 オイスカ2

浜松江之島

聖隷3

浜松南 6/26(日) 10:00 浜松南2 対 磐田南 浜松湖南 浜松南2

浜松南 6/26(日) 12:00 浜松湖南 対 浜松開誠館4 浜松南2 浜松南2

江之島 7/10(日) 10:00 浜松江之島 対 磐田南 浜松商

浜松開誠館4

江之島 7/10(日) 12:00 浜松商 対 浜松開誠館4

浜松江之島

浜松開誠館4

掛川工 7/10(日) 10:00 浜松南2 対 掛川工 浜松湖南
浜松湖東2

掛川工 7/10(日) 12:00 浜松湖南 対 浜松湖東2 浜松南2
浜松湖東2

湖西 7/10(日) 10:00 湖西2 対 浜松東2 浜名3 浜名3

湖西 7/10(日) 12:00 浜名3 対 浜松学芸 湖西2 浜名3

聖隷 7/10(日) 10:00 オイスカ2 対 聖隷3 浜北西 聖隷3

聖隷 7/10(日) 12:00 浜北西 対 浜松日体 オイスカ2 聖隷3

馬郡 7/16(土) 10:00 浜松湖南 対 浜名3 湖西2 浜松湖南

馬郡 7/16(土) 12:00 湖西2 対 浜松学芸 浜松湖南 浜松湖南

掛川工 7/16(土) 10:00 浜松江之島 対 掛川工 浜北西 浜北西

掛川工 7/16(土) 12:00 浜北西 対 浜松開誠館4

浜松江之島

浜北西

聖隷 7/16(土) 10:00 聖隷3 対 浜松日体 オイスカ2 浜松日体

聖隷 7/16(土) 12:00 オイスカ2 対 磐田南 聖隷3 浜松日体

浜松東 7/16(土) 10:00 浜松南2 対 浜松東2 浜松商 浜松商

浜松東 7/16(土) 12:00 浜松商 対 浜松湖東2 浜松東2 浜松商
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掛川工 7/18(月) 10:00 オイスカ2 対 掛川工 浜松商 浜名3

掛川工 7/18(月) 12:00 浜松商 対 浜名3 オイスカ2 浜名3

聖隷 7/18(月) 10:00 聖隷3 対 浜松開誠館4 浜北西 浜北西

聖隷 7/18(月) 12:00 浜北西 対 浜松湖東2 聖隷3 浜北西

浜松東 7/18(月) 10:00 浜松江之島 対 浜松東2 浜松南2 浜松東2

浜松東 7/18(月) 12:00 浜松南2 対 湖西2

浜松江之島

浜松東2

ゆめサ 7/18(月) 9:00 浜松湖南 対 浜松学芸 浜松日体 浜松学芸

ゆめサ 7/18(月) 10:30 浜松日体 対 磐田南 浜松湖南 浜松学芸

江之島 7/23(土) 10:00 浜松江之島 対 湖西2 浜松商 浜松商

江之島 7/23(土) 12:00 浜松商 対 浜松湖南

浜松江之島

浜松商

オイスカ 7/23(土) 13:30 オイスカ2 対 浜松東2 浜松学芸 浜松南2

オイスカ 7/23(土) 15:00 浜松南2 対 浜松学芸 オイスカ2 浜松南2

掛川工 7/23(土) 10:00 浜松日体 対 掛川工 聖隷3
浜松湖東2

掛川工 7/23(土) 12:00 聖隷3 対 浜松湖東2 浜松日体
浜松湖東2

小林 7/23(土) 14:00 浜北西 対 浜名3 磐田南 浜名3

小林 7/23(土) 16:00 磐田南 対 浜松開誠館4 浜北西 浜名3

安久路 7/26(火) 13:30 磐田南 対 浜松湖東2 聖隷3 磐田南

安久路 7/26(火) 15:00 聖隷3 対 浜名3 磐田南 磐田南

エコ人 7/26(火) 14:00 浜松開誠館4 対 掛川工 掛川工

浜松開誠館4

稗原 7/26(火) 13:30 オイスカ2 対 湖西2 オイスカ2 湖西2

竜洋 7/26(火) 13:30 浜松江之島 対 浜松南2 浜松日体

浜松江之島

竜洋 7/26(火) 15:00 浜松日体 対 浜松東2

浜松江之島 浜松江之島

竜洋 7/28(木) 14:00 浜松商 対 浜松学芸 浜松商 浜松商

馬郡 7/30(土) 10:00 浜北西 対 浜松湖南 浜松湖南 浜松湖南

湖東 8/27(土) 10:00 掛川工 対 浜松湖東2 磐田南
浜松湖東2

湖東 8/27(土) 12:00 磐田南 対 浜名3 掛川工
浜松湖東2

江之島 8/28(日) 10:00 浜松江之島 対 浜松学芸 浜松南2 オイスカ2

江之島 8/28(日) 12:00 オイスカ2 対 浜松南2

浜松江之島

オイスカ2

吉美 8/28(日) 10:00 浜松日体 対 湖西2

浜松開誠館4

湖西2

吉美 8/28(日) 12:00 浜松開誠館4 対 浜松東2 浜松日体 湖西2

聖隷 8/28(日) 10:00 聖隷3 対 浜松湖南 浜北西 聖隷3

聖隷 8/28(日) 12:00 浜北西 対 浜松商 聖隷3 聖隷3

江之島 9/4(日) 10:00 オイスカ2 対 浜松江之島 浜松学芸 浜松学芸

江之島 9/4(日) 12:00 浜北西 対 浜松学芸 オイスカ2 浜松学芸

掛川工 9/4(日) 10:00 掛川工 対 浜名3
浜松湖東2

浜松東2

掛川工 9/4(日) 12:00 浜松湖東2 対 浜松東2 掛川工 浜松東2

湖西 9/4(日) 10:00 浜松開誠館4 対 湖西2 磐田南

浜松開誠館4

湖西 9/4(日) 12:00 磐田南 対 浜松湖南

浜松開誠館4 浜松開誠館4

聖隷 9/4(日) 10:00 聖隷3 対 浜松商 浜松日体 浜松商

聖隷 9/4(日) 12:00 浜松日体 対 浜松南2 聖隷3 浜松商

馬郡 9/10(土) 10:00 掛川工 対 浜松湖南 浜松日体 浜松湖南

馬郡 9/10(土) 12:00 浜松日体 対 浜松江之島 掛川工 浜松湖南

湖東 9/11(日) 10:00 浜松湖東2 対 湖西2

浜松開誠館4

浜松湖東2

湖東 9/11(日) 12:00 浜松開誠館4 対 浜松南2
浜松湖東2 浜松湖東2

聖隷 9/11(日) 10:00 聖隷3 対 浜北西 オイスカ2 浜北西

聖隷 9/11(日) 12:00 オイスカ2 対 浜松学芸 聖隷3 浜北西

浜松東 9/11(日) 10:00 浜松東2 対 浜名3 磐田南 浜名3

浜松東 9/11(日) 12:00 磐田南 対 浜松商 浜松東2 浜名3
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馬郡 10/2(日) 10:00 浜松東2 対 浜松湖南 浜名3 浜松湖南

馬郡 10/2(日) 12:00 浜名3 対 湖西2 浜松東2 浜松湖南

江之島 10/2(日) 10:00 浜松開誠館4 対 浜松江之島 磐田南

浜松開誠館4

江之島 10/2(日) 12:00 磐田南 対 浜北西

浜松開誠館4 浜松開誠館4

オイスカ 10/2(日) 13:30 浜松日体 対 オイスカ2 浜松学芸 オイスカ2

オイスカ 10/2(日) 15:00 聖隷3 対 浜松学芸 浜松日体 オイスカ2

掛川工 10/2(日) 10:00 掛川工 対 浜松商 浜松南2 掛川工

掛川工 10/2(日) 12:00 浜松湖東2 対 浜松南2 掛川工 掛川工

江之島 10/8(土) 10:00 浜松湖東2 対 浜松江之島

浜松開誠館4

浜松江之島

江之島 10/8(土) 12:00 浜松開誠館4 対 オイスカ2
浜松湖東2

浜松江之島

小林 10/8(土) 14:00 浜名3 対 浜松南2 浜松東2 浜松南2

小林 10/8(土) 16:00 浜松東2 対 浜松商 浜名3 浜松南2

掛川工 10/9(日) 10:00 掛川工 対 浜北西 浜松学芸 浜松日体

掛川工 10/9(日) 12:00 浜松日体 対 浜松学芸 掛川工 浜松日体

湖西 10/9(日) 10:00 湖西2 対 浜松湖南 磐田南 湖西2

湖西 10/9(日) 12:00 磐田南 対 聖隷3 湖西2 湖西2

吉美

10/29(土)

10:00 湖西2 対 浜松商 湖西2 湖西2

浜名3 対 浜松江之島

浜松江之島 浜松江之島

掛川工

10/30(日)

10:00 掛川工 対 聖隷3 浜松学芸 磐田南

掛川工

10/30(日)

12:00 磐田南 対 浜松学芸 掛川工 磐田南

浜松東

10/30(日)

10:00 浜松東2 対 浜北西

浜松開誠館4

浜北西

浜松東

10/30(日)

12:00 浜松開誠館4 対 浜松日体 浜松東2 浜北西

浜松南

10/30(日)

13:00 浜松湖南 対 浜松南2
浜松湖東2

浜松南2

浜松南

10/30(日)

15:00 浜松湖東2 対 オイスカ2 浜松湖南 浜松南2
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