
■８月14日(水)
試合時刻

アウル vs トリプレッタ② カムイ② vs FORZA コルージャ① vs TRP② VIDA① vs コラソン① グラマード① vs 府中① レジェンド② vs チャンプ②

VIDA② vs コラソン② カムイ① vs TRP① クリアージュ vs コルージャ② トリプレッタ① vs エコー 足利 vs ブランコ② リーヴレ② vs 高崎FC

アウル vs カムイ② トリプレッタ② vs FORZA レジェンド① vs 両国 チャンプ① vs 府中② ブランコ① vs グラマード② リーヴレ① vs 高崎SC

コルージャ① vs VIDA① TRP② vs コラソン① VIDA② vs カムイ① コラソン② vs TRP① グラマード① vs レジェンド② 府中① vs チャンプ②

コルージャ② vs エコー クリアージュ vs トリプレッタ① レジェンド① vs チャンプ① 両国 vs 府中② 足利 vs リーヴレ② ブランコ② vs 高崎FC

ブランコ① vs リーヴレ① vs vs vs vs グラマード② vs 高崎SC
※1日目（8/14）のＴＭについては、事前に大会本部にて調整させて頂きます。
※トレーニングマッチは25分×2本とし、18:30完全終了のため時間厳守でお願い致します。
■８月15日(木)
試合時刻

アウル vs FORZA トリプレッタ② vs カムイ② コルージャ① vs コラソン① TRP② vs VIDA① VIDA② vs TRP① カムイ① vs コラソン②

グラマード① vs チャンプ② 府中① vs レジェンド② 足利 vs 高崎FC ブランコ② vs リーヴレ② クリアージュ vs エコー コルージャ② vs トリプレッタ①

ブランコ① vs 高崎SC グラマード② vs リーヴレ① レジェンド① vs 府中② 両国 vs チャンプ① vs vs
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vs vs vs vs vs vs
※2日目（8/15）のＴＭについては、代表者会議（8/14）にて調整させて頂きます。
※トレーニングマッチは25分×2本とし、18:00完全終了のため時間厳守でお願い致します。
■８月16日(金)
試合時刻
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vs vs vs vs vs vs
※3日目（8/16）のＴＭについては、代表者会議（8/14）にて調整させて頂きます。
※トレーニングマッチは25分×2本とし、12:25完全終了のため時間厳守でお願い致します。
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