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5月31日 土
10:00 徳島V VS チェントラーレ TSV人工 10:00 コーマラント VS ひうち ドリーム 11:30 帝人 VS アランチャ ドリーム 11:30 麻生 VS 吉野川 TSV人工

麻生 吉野川 帝人 アランチャ コーマラント ひうち 徳島V チェントラーレ

13:00 ゼブラ VS プルミエール TSV人工 13:00 とべ VS 高松 ドリーム 14:30 愛媛FC VS 松山SS ドリーム 14:30 ポラリス VS リベント TSV人工

ポラリス リベント 愛媛FC 松山SS とべ 高松 ゼブラ プルミエール

6月1日 日
10:00 新居浜 VS チェントラーレ 入田メイン 10:00 コーマラント VS 高松 ドリーム 11:30 今治 VS リベラール 入田メイン 13:00 ポラリス VS エストレラ 入田メイン

今治 リベラール 帝人 松山SS 新居浜 チェントラーレ コラソン アランチャ

14:30 カマタマ VS とべ ドリーム 11:30 帝人 VS 松山SS ドリーム 13:00 リベント VS 麻生 ドリーム

トレーフル ひうち コーマラント 高松 カマタマ とべ

16:00 トレーフル VS ひうち ドリーム 14:30 コラソン VS アランチャ 入田メイン

リベント 麻生 ポラリス エストレラ

6月14日 土
10:00 徳島V VS プルミエール 鳴門 10:00 コーマラント VS トレーフル ドリーム 10:00 愛媛FC VS アランチャ 桜井 11:30 リベリモ VS 麻生 鳴門

リベリモ 麻生 リフォルマ エストレラ 今治 松山SS 徳島V プルミエール

14:30 シーガル VS チェントラーレ ドリーム 13:00 カマタマ VS ひうち ドリーム 11:30 今治 VS 松山SS 桜井 11:30 リフォルマ VS エストレラ ドリーム

カマタマ ひうち シーガル チェントラーレ 帝人 リベラール コーマラント トレーフル

14:30 ディアモ VS 高松 鳴門 13:00 帝人 VS リベラール 桜井 13:00 ポラリス VS 吉野川 鳴門

ポラリス 吉野川 愛媛FC アランチャ ディアモ 高松

6月15日 日
11:30 新居浜 VS シーガル 生島サブ 10:00 とべ VS ひうち 生島サブ 10:00 コラソン VS リベラール 入田サブ 11:30 リベリモ VS エストレラ 入田サブ

ディアモ トレーフル 新居浜 シーガル リベリモ エストレラ コラソン リベラール

12:30 ゼブラ VS チェントラーレ 桜井 13:00 ディアモ VS トレーフル 生島サブ 11:00 愛媛FC VS 今治 桜井 13:00 リベント VS 吉野川 入田サブ

愛媛FC 今治 とべ ひうち ゼブラ チェントラーレ ポラリス リフォルマ

14:30 ポラリス VS リフォルマ 入田サブ

リベント 吉野川

6月21日 土
11:30 プルミエール VS チェントラーレ スカイメイン 10:00 コーマラント VS とべ ドリーム 13:00 コラソン VS 松山SS スカイメイン 10:00 リベリモ VS ポラリス スカイメイン

リベリモ ポラリス リフォルマ 麻生 リベント エストレラ プルミエール チェントラーレ

17:00 新居浜 VS ゼブラ 梅津寺 13:00 カマタマ VS 高松 ドリーム 15:30 愛媛FC VS リベラール 梅津寺 11:30 リフォルマ VS 麻生 ドリーム

愛媛FC リベラール ディアモ ひうち 新居浜 ゼブラ コーマラント とべ

14:30 ディアモ VS ひうち ドリーム 14:30 リベント VS エストレラ スカイメイン

カマタマ 高松 コラソン 松山SS

6月22日 日
10:00 シーガル VS プルミエール 鉢伏 10:00 とべ VS トレーフル 梅津寺 11:30 愛媛FC VS コラソン 梅津寺 9:30 リベリモ VS 吉野川 スカイメイン

カマタマ ディアモ 愛媛FC コラソン 帝人 今治 高松 ひうち

12:30 徳島V VS ゼブラ スカイメイン 11:00 高松 VS ひうち スカイメイン 13:00 帝人 VS 今治 梅津寺 13:00 リフォルマ VS リベント 鉢伏

アランチャ 松山SS リベリモ 吉野川 とべ トレーフル シーガル プルミエール

11:30 カマタマ VS ディアモ 鉢伏 14:00 アランチャ VS 松山SS スカイメイン 15:30 ポラリス VS 麻生 スカイメイン

リフォルマ リベント ポラリス 麻生 徳島V ゼブラ

6月28日 土
10:00 徳島V VS シーガル 山川 10:00 コーマラント VS ディアモ ドリーム 13:00 リベラール VS アランチャ 山川 11:30 リベリモ VS リフォルマ 山川

リベリモ リフォルマ 新居浜 プルミエール エストレラ 吉野川 徳島V シーガル

11:30 新居浜 VS プルミエール ドリーム 13:00 カマタマ VS トレーフル ドリーム 14:00 愛媛FC VS 帝人 梅津寺 14:30 エストレラ VS 吉野川 山川

コーマラント ディアモ コラソン 今治 リベラール アランチャ

14:30 コラソン VS 今治 ドリーム

カマタマ トレーフル

6月29日 日
10:00 徳島V VS 新居浜 TSV天然 10:00 コーマラント VS カマタマ ドリーム 10:00 コラソン VS 帝人 山川 11:30 エストレラ VS 麻生 ドリーム

リベラール 松山SS エストレラ 麻生 リベリモ リベント コーマラント カマタマーレ

13:00 ゼブラ VS シーガル ドリーム 13:00 高松 VS トレーフル 山川 11:30 リベラール 松山SS TSV天然 11:30 リベリモ VS リベント 山川

ディアモ とべ 今治 アランチャ 徳島V 新居浜 コラソン 帝人

14:30 ディアモ VS とべ ドリーム 14:30 今治 VS アランチャ 山川 16:00 リフォルマ VS 吉野川 ドリーム

リフォルマ 吉野川 高松 トレーフル ゼブラ シーガル

※対戦相手の下のグレーのチームがレフェリー担当チームです。
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