
マッチNO 月/日 曜日 時間 会場 責任校

1 12月15日 土 14:00 鳳凰 ＶＳ 大村工業 吹上浜海浜公園 鳳凰

2 12月15日 土 鶴崎工業 ＶＳ 唐津商業 鶴崎工業Ｇ 鶴崎工業

3 12月16日 日 11:00 豊浦 ＶＳ 鶴崎工業 乃木浜総合運動公園 豊浦

4 12月23日 日 鎮西 ＶＳ 都城工業 県立技術短大Ｇ 鎮西

5 12月24日 月 鳳凰 ＶＳ 鎮西 吹上浜海浜公園 鳳凰

6 12月25日 火 13:00 唐津商業 ＶＳ 鳳凰 佐賀市健康運動センター 唐津商業

7 1月7日 月 9:00 豊浦 ＶＳ 鳳凰 佐伯陸上競技場 豊浦

8 1月12日 土 福岡講倫館 ＶＳ 鳳凰 福岡講倫館Ｇ 福岡講倫館

9 1月12日 土 鶴崎工業 ＶＳ 大村工業 鶴崎工業Ｇ 鶴崎工業

10 1月13日 日 福岡講倫館 ＶＳ 大村工業 福岡講倫館Ｇ 福岡講倫館

11 1月14日 月 11:00 豊浦 ＶＳ 大村工業 おのだ交流公園 豊浦

12 1月26日 土 10:00 唐津商業 ＶＳ 鳥栖工業 佐賀総合球技場南 唐津商業

13 2月2日 土 福岡講倫館 ＶＳ 都城工業 福岡講倫館Ｇ 福岡講倫館

14 2月3日 日 大村工業 ＶＳ 都城工業 未定 大村工業

15 2月9日 土 鎮西 ＶＳ 大村工業 県立技術短大Ｇ 鎮西

16 2月10日 日 11:00 都城工業 ＶＳ 鳳凰 吹上浜海浜公園 鳳凰

17 2月16日 土 11:00 豊浦 ＶＳ 唐津商業 常磐スポーツ広場 豊浦

18 2月16日 土 鶴崎工業 ＶＳ 鳥栖工業 鶴崎工業Ｇ 鶴崎工業

19 2月17日 日 9:00 鳥栖工業 ＶＳ 鳳凰 佐賀総合球技場南 鳥栖工業

20 2月17日 日 11:00 唐津商業 ＶＳ 鎮西 佐賀総合球技場南 唐津商業

21 2月23日 土 13:00 鳥栖工業 ＶＳ 福岡講倫館 鳥栖陸上競技場 鳥栖工業

22 2月24日 日 鎮西 ＶＳ 鳥栖工業 県立技術短大Ｇ 鎮西

23 2月24日 日 福岡講倫館 ＶＳ 唐津商業 福岡講倫館Ｇ 福岡講倫館

24 3月2日 土 鶴崎工業 ＶＳ 鳳凰 佐伯運動公園人工芝 鶴崎工業

25 3月2日 土 13:00 唐津商業 ＶＳ 都城工業 唐津商業Ｇ 唐津商業

26 3月2日 日 12:00 豊浦 ＶＳ 鳥栖工業 おのだ交流公園 豊浦

27 3月3日 日 福岡講倫館 ＶＳ 豊浦 福岡講倫館Ｇ 福岡講倫館

28 3月3日 日 鶴崎工業 ＶＳ 鎮西 佐伯運動公園人工芝 鶴崎工業

29 3月3日 日 9:30 鳥栖工業 ＶＳ 都城工業 佐賀総合球技場北 鳥栖工業

30 3月3日 日 13:30 唐津商業 ＶＳ 大村工業 佐賀総合球技場南 唐津商業

31 3月9日 土 福岡講倫館 ＶＳ 鶴崎工業 福岡講倫館Ｇ 福岡講倫館

32 3月9日 土 11:00 豊浦 ＶＳ 鎮西 常磐スポーツ広場 豊浦

33 3月10日 日 鎮西 ＶＳ 福岡講倫館 県立技術短大Ｇ 鎮西

34 3月10日 日 豊浦 ＶＳ 都城工業 豊浦Ｇ 豊浦

35 3月16日 土 鶴崎工業 ＶＳ 都城工業 文理大附 野口Ｇ 鶴崎工業

36 3月16日 土 13:00 鳥栖工業 ＶＳ 大村工業 鳥栖陸上競技場 鳥栖工業
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