
シニアリーグ　10チーム

1節 日時/会場 2019年　4月21日 日 運動公園 審判
第1試合 9:00 アソシエイツ ー ＧＹクラブ ドラゴンワン
第2試合 10:30 ドラゴンワン ー ＫＧ2005 アソシエイツ
第3試合 12:00 ピエールＡ ー アンフィニ ＫＧ2005
第4試合 13:30 ピエールＢ ー ブルーフォックス 杉坂
第5試合 15:00 レアルザーコ ー 杉坂 ピエールＢ

2節 日時/会場 2019年　5月　3日 金祝 運動公園 審判
第1試合 9:00 ピエールＡ ー 杉坂 ピエールＢ
第2試合 10:30 ピエールＢ ー レアルザーコ ピエールＡ
第3試合 12:00 アソシエイツ ー ＫＧ2005 レアルザーコ
第4試合 13:30 アンフィニ ー ＧＹクラブ ＫＧ2005
第5試合 15:00 ドラゴンワン ー ブルーフォックス アンフィニ

3節 日時/会場 2019年　6月16日 日 月読ＣＤ 審判
第1試合 9:00 ブルーフォックス ー ＫＧ2005 杉坂
第2試合 10:30 杉坂 ー ＧＹクラブ ブルーフォックス
第3試合 12:00 ドラゴンワン ー レアルザーコ ＧＹクラブ
第4試合 13:30 ピエールＡ ー ピエールＢ レアルザーコ
第5試合 15:00 アソシエイツ ー アンフィニ ピエールＡ

4節 日時/会場 2019年　7月15日 月祝 月読AB 審判
第1試合 9:00 ドラゴンワン ー ピエールＡ アソシエイツ
第2試合 10:30 アソシエイツ ー ブルーフォックス ドラゴンワン
第3試合 12:00 杉坂 ー アンフィニ ブルーフォックス
第4試合 13:30 レアルザーコ ー ＫＧ2005 アンフィニ
第5試合 15:00 ピエールＢ ー ＧＹクラブ ＫＧ2005

5節 日時/会場 2019年　8月12日 月祝 運動公園 審判
第1試合 9:00 ピエールＢ ー アンフィニ ＫＧ2005
第2試合 10:30 ピエールＡ ー ＫＧ2005 ピエールＢ
第3試合 12:00 ドラゴンワン ー ＧＹクラブ ピエールＡ
第4試合 13:30 アソシエイツ ー 杉坂 ＧＹクラブ
第5試合 15:00 レアルザーコ ー ブルーフォックス 杉坂

6節 日時/会場 2019年　9月　1日 日 運動公園 審判
第1試合 9:00 アソシエイツ ー レアルザーコ ピエールＢ
第2試合 10:30 ピエールＢ ー 杉坂 レアルザーコ
第3試合 12:00 ピエールＡ ー ブルーフォックス 杉坂
第4試合 13:30 ドラゴンワン ー アンフィニ ブルーフォックス
第5試合 15:00 ＫＧ2005 ー ＧＹクラブ ドラゴンワン



7節 日時/会場 2019年9月16日 月祝 運動公園 審判
第1試合 10:00 アンフィニ ー ＫＧ2005 アソシエイツ
第2試合 11:30 アソシエイツ ー ピエールＢ アンフィニ
第3試合 13:00 ドラゴンワン ー 杉坂 ピエールＢ
第4試合 14:30 ピエールＡ ー レアルザーコ ドラゴンワン
第5試合 ブルーフォックス － GYクラブ

8節 日時/会場 2019年11月 4日 月祝 運動公園 審判
第1試合 9:00 ドラゴンワン ー ピエールＢ レアルザーコ
第2試合 10:30 レアルザーコ ー ＧＹクラブ ドラゴンワン
第3試合 12:00 杉坂 ー ＫＧ2005 ＧＹクラブ
第4試合 13:30 ブルーフォックス ー アンフィニ ＫＧ2005
第5試合 15:00 アソシエイツ ー ピエールＡ ブルーフォックス

7節 日時/会場 2019年11月10日 日 月読AB 審判
第5試合 15:00 ブルーフォックス ー GYクラブ TARO’S

9節
日時/会場 2019年12月15日 日 運動公園 審判

第1試合 9:00 杉坂 ー ブルーフォックス ピエールＡ
第2試合 10:30 ピエールＡ ー ＧＹクラブ 杉坂
第3試合 12:00 レアルザーコ ー アンフィニ ＧＹクラブ
第4試合 13:30 アソシエイツ ー ドラゴンワン アンフィニ
第5試合 15:00 ピエールＢ ー ＫＧ2005 アソシエイツ


