
☆　NEW YEAR CUP 2016　☆

４日

9:30 本庄第一 ｖｓ 太田女子 9:30 熊谷女子 ｖｓ 関東学園 成立 ｖｓ 南稜

10:10 花咲徳栄 ｖｓ 横浜翠陵 10:10 熊谷女子 ｖｓ 本庄 埼玉栄 ｖｓ 文京学院

10:50 花咲徳栄 ｖｓ 太田女子 10:50 関東学園 ｖｓ 成立 南稜 ｖｓ 埼玉栄

11:30 本庄第一 ｖｓ 横浜翠陵 11:30 熊谷女子 ｖｓ 成立 本庄 ｖｓ 文京学院

12:10 本庄第一 ｖｓ 花咲徳栄 12:10 本庄 ｖｓ 南稜 関東学園 ｖｓ 埼玉栄

12:50 太田女子 ｖｓ 横浜翠陵 12:50 文京学院 ｖｓ 熊谷女子 本庄 ｖｓ 成立

13:10 本庄第一 ｖｓ 横浜翠陵 13:10 文京学院 ｖｓ 南稜 本庄 ｖｓ 埼玉栄

13:50 太田女子 ｖｓ 花咲徳栄 13:50 文京学院 ｖｓ 関東学園 熊谷女子 ｖｓ 成立

14:30 太田女子 ｖｓ 横浜翠陵 14:30 文京学院 ｖｓ 成立 関東学園 ｖｓ 南稜

15:10 本庄第一 ｖｓ 花咲徳栄 15:10 文京学院 ｖｓ 熊谷女子 本庄 ｖｓ 南稜

５日

9:30 本庄第一 ｖｓ 成立 9:30 南稜 ｖｓ 花咲徳栄 熊谷女子 ｖｓ 太田女子

10:10 埼玉栄 ｖｓ 横浜翠陵 10:10 関東学園 ｖｓ 山村学園 文京学院 ｖｓ 太田女子

10:50 本庄第一 ｖｓ 大和 10:50 流経柏 ｖｓ 南稜 花咲徳栄 ｖｓ 熊谷女子

11:30 埼玉栄 ｖｓ 成立 11:30 太田女子 ｖｓ 南稜 花咲徳栄 ｖｓ 山村学園

12:10 横浜翠陵 ｖｓ 大和 12:10 関東学園 ｖｓ 熊谷女子 文京学院 ｖｓ 流経柏

12:50 本庄第一 ｖｓ 埼玉栄 12:50 太田女子 ｖｓ 花咲徳栄 山村学園 ｖｓ 熊谷女子

13:10 大和 ｖｓ 成立 13:10 文京学院 ｖｓ 南稜 花咲徳栄 ｖｓ 流経柏

13:50 横浜翠陵 ｖｓ 本庄第一 13:50 関東学園 ｖｓ 南稜 山村学園 ｖｓ 流経柏

14:30 埼玉栄 ｖｓ 大和 14:30 関東学園 ｖｓ 熊谷女子 山村学園 ｖｓ 文京学院

15:10 成立 ｖｓ 横浜翠陵 15:10 太田女子 ｖｓ 流経柏 熊谷女子 ｖｓ 文京学院

６日

9:30 本庄第一 ｖｓ 入間向陽 9:30 流経柏 ｖｓ 成立 大和 ｖｓ 花咲徳栄

10:10 南稜 ｖｓ 山村学園 10:10 流経柏 ｖｓ 熊谷女子 大和 ｖｓ 横浜翠陵

10:50 入間向陽 ｖｓ 文京学院 10:50 流経柏 ｖｓ 花咲徳栄 埼玉栄 ｖｓ 横浜翠陵

11:30 南稜 ｖｓ 本庄第一 11:30 熊谷女子 ｖｓ 花咲徳栄 埼玉栄 ｖｓ 成立

12:10 文京学院 ｖｓ 山村学園 12:10 熊谷女子 ｖｓ 大和 流経柏 ｖｓ 成立

12:50 入間向陽 ｖｓ 南稜 12:50 横浜翠陵 ｖｓ 花咲徳栄 流経柏 ｖｓ 大和

13:10 文京学院 ｖｓ 本庄第一 13:10 横浜翠陵 ｖｓ 成立 熊谷女子 ｖｓ 埼玉栄

13:50 入間向陽 ｖｓ 山村学園 13:50 熊谷女子 ｖｓ 大和 花咲徳栄 ｖｓ 埼玉栄

14:30 南稜 ｖｓ 文京学院 14:30 成立 ｖｓ 大和 流経柏 ｖｓ 横浜翠陵

15:10 本庄第一 ｖｓ 山村学園 15:10 成立 ｖｓ 花咲徳栄 熊谷女子 ｖｓ 横浜翠陵

・試合時間は３５分１本
・主審、副審は当該チーム同士で決定
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