
№ 年月日 曜日 リーグ 対戦チームA - 対戦チームＢ 会　場 k.o レフリー レフリー変更 競技会場責任者（役職名） 備考

３ H29.09.23 土 大学 広島大学霞 - 市立＆呉高専 呉高専 13:00 江藤（呉ク） .木原・長瀬 終了

４ H29.10.01 日 大学 広島工業大学 修道大学 工大Gr 13:00 矢野（教員ク） 永川・松江 終了

５ H29.10.01 日 大学 近大＆県大 市立＆呉高専 工大Gr 14:10 柿沢（教員ク） .木原・長瀬 終了

６ H29.10.01 日 大学 広島大学霞 福山大学 工大Gr 15:20 谷口（広島ク） 茶山・竹田 終了

7 H29.10.08 日 ｸﾗﾌﾞ 美鈴クラブ - 福山クラブ 森林公園 13:00 宮本（シーライオンズ） 岩田 終了

8 H29.10.08 日 ｸﾗﾌﾞ 広島クラブ - 教員クラブ 森林公園 14:10 吉岡（県教委） 谷口 終了

9 H29.10.08 日 ｸﾗﾌﾞ シーライオンズ - JSW＆KRC 森林公園 15:20 清原（広島ク） 後藤 終了

10 H29.10.14 土 大学 広島工業大学 - 市立＆呉高専 工大Gr 13:00 柿沢（教員ク） 本田・進藤 終了

11 H29.10.14 土 大学 修道大学 - 福山大学 工大Gr 14:10 谷口（広島ク） 永川・松江 終了

12 H29.10.21 日 大学 近大＆県大 - 広島大学霞 広大研修 13:00 井上（教員ク） 茶山・竹田 終了

13 H29.10.22 日 大学 福山大学 市立＆呉高専 呉高専 13:00 河本（教員ク） .木原・長瀬 延期

14 H29.11.05 日 大学 広島大学 - 広島工業大学 広大研修 13:00 井上（教員ク） 藪本・原

15 H29.11.12 日 大学 広島大学 - 修道大学 広大研修 13:00 藤城（教員ク） 藪本・原

16 H29.11.12 日 ｸﾗﾌﾞ 広島クラブ - JSW＆KRC 広大研修 14:10 宮本（シーライオンズ） 谷口

17 H29.11.12 日 ｸﾗﾌﾞ シーライオンズ - 福山クラブ 広大研修 15:20 木谷（教員ク） 後藤

18 H29.11.19 日 ｸﾗﾌﾞ 教員クラブ - 福山クラブ 森林公園 13:00 岩田（美鈴ク） 藤城理事

19 H29.11.19 日 ｸﾗﾌﾞ 美鈴クラブ - JSW＆KRC 森林公園 14:10 田辺（福山ク） 岩田

20 H29.11.19 日 大学 広島大学霞 - 広島工業大学 工大Gr 13:00 柿沢（教員ク） 茶山・竹田

21 H29.11.25 土 大学 広島工業大学 - 近大＆県大 県営Gr 12:30 寺岡（広大霞） 本田・進藤

22 H29.11.25 土 大学 修道大学 - 広島大学霞 県営Gr 13:40 福山（美鈴高教） 永川・松江

23 H29.11.26 日 ｸﾗﾌﾞ 広島クラブ - シーライオンズ 県営Gr 12:30 吉岡（県教委） 谷口

24 H29.11.26 日 ｸﾗﾌﾞ 教員クラブ - 美鈴クラブ 県営Gr 13:40 清原謙（中国電力） 岩田

25 H29.12.02 土 大学 広島大学 - 広島大学霞 県営Gr 12:30 頼近（教員ク） 藪本・原

26 H29.12.02 土 大学 福山大学 - 近大＆県大 県営Gr 13:40 細美（教員ク） 藪本・原

27 H29.12.09 土 大学 広島大学 - 市立＆呉高専 呉高専 13:00 木谷（教員ク） .木原・長瀬

28 H29.12.09 土 大学 広島工業大学 - 福山大学 工大Gr 13:00 頼近（教員ク） 本田・進藤

29 H29.12.10 日 ｸﾗﾌﾞ 教員クラブ - JSW＆KRC 森林公園 12:30 岩川（中国電力） 五反田

30 H29.12.10 日 ｸﾗﾌﾞ 美鈴クラブ - シーライオンズ 森林公園 13:40 清原謙（中国電力） 岩田

1 H29.09.17 日 ｸﾗﾌﾞ 広島クラブ - 福山クラブ 森林公園 14:50 藤城（教員ク） 谷口

31 H29.12.17 日 大学 近大＆県大 - 広島大学 県営Gr 12:30 片島（鯉城ＲＳ） 藪本・原

32 H29.12.17 日 大学 修道大学 - 市立＆呉高専 県営Gr 13:40 清原（広島ク） 永川・松江

33 H29.12.17 日 ｸﾗﾌﾞ 福山クラブ - JSW＆KRC 森林公園 13:00 井上（教員ク） 五反田

2 H29.09.17 日 ｸﾗﾌﾞ 教員クラブ - シーライオンズ 森林公園 14:10 田辺（福山ク） 後藤

34 H29.12.24 日 大学 広島大学 - 福山大学 広大研修 13:00 細美（教員ク） 藪本・原

35 H29.12.24 日 大学 修道大学 - 近大＆県大 県営Gr 12:30 福山（美鈴高教） 永川・松江

36 H29.12.24 日 ｸﾗﾌﾞ 広島クラブ - 美鈴クラブ 県営Gr 13:40 矢野（教員ク） 谷口
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