
9:00 SEPALADA1年 vs ガウーショ1年 9:00 SEPALADA２年 vs 富士根南２年 8:30 SEPALADA６年 vs 有度６年 8:30 TM可能 vs TM可能

9:35 SEPALADA１年 vs ガウーショ1年 9:35 SEPALADA２年 vs レアーレ２年 9:10 浜北キッカーズ６年 vs 有度６年 9:10 SEPALADA５年 vs 藤枝明誠A５年

10:10 SEPALADA１年 vs ガウーショ1年 10:10 富士根南２年 vs 東海FC２年 9:50 ビートル６年 vs 浜北キッカーズ６年 9:50 SEPALADA５年 vs 六会湘南台５年

10:45 SEPALADA３年 vs 東海FC３年 10:45 SEPALADA２年 vs レアーレ２年 10:30 T.C.FC６年 vs インフィニト６年 10:30 東海FC５年 vs 藤枝明誠A５年

11:20 SEPALADA３年 vs 有度３年 11:20 東海FC２年 vs レアーレ２年 11:10 SEPALADA６年 vs ビートル６年 11:10 六会湘南台５年 vs 藤枝明誠B５年

11:55 SEPALADA３年 vs fukuroi３年 11:55 東海FC２年 vs 富士根南２年 11:50 T.C.FC６年 vs 有度６年 11:50 SEPALADA５年 vs プレジール５年

12:30 レアーレ４年 vs プレジール４年 12:30 富士根南２年 vs レアーレ２年 12:30 浜北キッカーズ６年 vs インフィニト６年 12:30 東海FC５年 vs 六会湘南台５年

13:05 有度３年 vs 東海FC３年 13:05 fukuroi４年 vs レアーレ４年 13:10 T.C.FC６年 vs ビートル６年 13:10 プレジール５年 vs 藤枝明誠A５年

13:40 SEPALADA４年 vs プレジール４年 13:40 fukuroi３年 vs 東海FC３年 13:50 ビートル６年 vs 有度６年 13:50 SEPALADA５年 vs 東海FC５年

14:15 SEPALADA４年 vs fukuroi４年 14:15 SEPALADA２年 vs 東海FC２年 14:30 インフィニト６年 vs 浜北キッカーズ６年 14:30 プレジール５年 vs 六会湘南台５年

14:50 fukuroi４年 vs プレジール４年 14:50 fukuroi３年 vs 有度３年 15:10 SEPALADA６年 vs インフィニト６年 15:10 SEPALADA５年 vs 藤枝明誠B５年

15:25 SEPALADA４年 vs レアーレ４年 15:25 fukuroi３年 vs 有度３年 15:50 SEPALADA６年 vs T.C.FC６年 15:50 プレジール５年 vs 藤枝明誠B５年

16:00 SEPALADA４年 vs プレジール４年 16:00 fukuroi４年 vs レアーレ４年

9:00 SEPALADA２年 vs ガウーショ２年 9:00 SEPALADA３年 vs 東豊田３年 9:00 有度４年 vs プレジール４年 9:00 有度５年 vs 東海FC５年

9:35 SEPALADA２年 vs 東海FC２年 9:35 SEPALADA３年 vs fukuroi３年 9:35 fukuroi４年 vs 東豊田４年 9:40 SEPALADA５年 vs 六会湘南台５年

10:10 あかつき２年 vs ガウーショ２年 10:10 東海FC３年 vs 東豊田３年 10:10 SEPALADA４年 vs 有度４年 10:20 プレジール５年 vs 有度５年

10:45 SEPALADA２年 vs 浜松和田２年 10:45 SEPALADA３年 vs 富士根南３年 10:45 東豊田４年 vs プレジール４年 11:00 SEPALADA５年 vs 東海FC５年

11:20 東海FC２年 vs ガウーショ２年 11:20 fukuroi３年 vs 東豊田３年 11:20 SEPALADA４年 vs fukuroi４年 11:40 プレジール５年 vs 六会湘南台５年

11:55 SEPALADA２年 vs あかつき２年 11:55 SEPALADA３年 vs 東海FC３年 11:55 有度４年 vs 東豊田４年 12:20 SEPALADA５年 vs 有度５年

12:30 東海FC２年 vs 浜松和田２年 12:30 fukuroi３年 vs 富士根南３年 12:30 fukuroi４年 vs プレジール４年 13:00 プレジール５年 vs 東海FC５年

13:05 ガウーショ２年 vs 浜松和田２年 13:05 SEPALADA３年 vs 東豊田３年 13:05 東海FC２年 vs あかつき２年 13:40 SEPALADA５年 vs 六会湘南台５年

13:40 SEPALADA４年 vs 東豊田４年 13:40 富士根南３年 vs 東海FC３年 13:40 fukuroi４年 vs 有度４年 14:20 SEPALADA５年 vs プレジール５年

14:15 SEPALADA４年 vs プレジール４年 14:15 富士根南３年 vs fukuroi３年 14:20 有度５年 vs 六会湘南台５年 vs

14:50 浜松和田２年 vs あかつき２年 vs vs

SEPALADA小学生夏休み交流戦

12月24日(土曜日）　清水宍原スポーツ広場

Aコート（12-3-12） Bコート（12-3-12） Cコート（15-3-15） Dコート（15-3-15）

Dコート（15-3-15）

12月25日(日曜日）　清水宍原スポーツ広場

Aコート（12-3-12） Bコート（12-3-12） Cコート（12-3-12）


