
種別     地区名 東三河 後期

    名         共済              東三河地区

     名  部    

      豊橋    豊川御津            豊川          
  蒲郡         豊川一宮      豊川   
  

 赤枠内 数字 入力    試合    選択  下   入力  点数 応   
     自動表示              試合    場合 数字 絶対 入    下   
同順位 出     場合  調整順位 欄 正  順位 入力  下   

           
勝 点 勝 分 負 得点 失点 得失点 順位 調整順位

 名     豊橋  豊川御津          豊
川   

     蒲郡      
 

豊川一宮    豊川

                      
               豊

橋  
試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  

                      
            豊川御津

  
試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  

                      
                

 豊川   
試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  

                      
              試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  

                      
         蒲郡    

   
試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  

                      
            豊川一宮

  
試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  

                      
             豊川 試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  

                        
        

試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  
                          

        
試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  



種別     地区名 東三河 後期

    名         共済              東三河地区

     名  部     

  豊橋  南部           豊橋南              
                   豊橋    蒲郡西        
  

 赤枠内 数字 入力    試合    選択  下   入力  点数 応   
     自動表示              試合    場合 数字 絶対 入    下   
同順位 出     場合  調整順位 欄 正  順位 入力  下   

           
勝 点 勝 分 負 得点 失点 得失点 順位 調整順位

 名 豊橋  南部       豊橋南    
 

               
  

     豊橋
  

蒲郡西    
                        

           豊橋  南
部

試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  
                      

                  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  
                       

            豊橋南  
   

試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  
                        

                 
  

試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  
                      

                 
    

試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  
                       

                 
豊橋  

試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  
                      

            蒲郡西  
    

試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  
                        

        
試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  

                          
        

試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  



種別     地区名 東三河 後期

    名         共済              東三河地区

     名  部     

  新城千郷    豊川北        東田             
       豊橋              豊川西部    
  

 赤枠内 数字 入力    試合    選択  下   入力  点数 応   
     自動表示              試合    場合 数字 絶対 入    下   
同順位 出     場合  調整順位 欄 正  順位 入力  下   

           
勝 点 勝 分 負 得点 失点 得失点 順位 調整順位

 名 新城千郷  豊川北      東田                豊橋
  

        豊川西部  

                      
           新城千郷

  
試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  

                      
           豊川北  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  

                       
                東

田  
試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  

                      
                   

  
試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  

                       
                 

豊橋  
試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  

                      
                

  
試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  

                      
          豊川西部

  
試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  

                        
        

試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  
                          

        
試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  試合  


