
石見地区女子県リーグ日程

大田一 矢上 浜田二・一 浜田三 益田東 高津 ブレイカーズ

大田一 5/2⑤ 6/30③ 7/15② 5/2② 4/14③ 6/30①

矢上 5/2⑤ 6/30② 5/2③ 5/26③ 5/26① 6/30④

浜田二・一 6/30③ 6/30② 5/26② 4/14② 5/2① 5/2③

浜田三 7/15② 5/2③ 5/26② 4/14④ 4/14① 5/2①

益田東 5/2② 5/26③ 4/14② 4/14④ 5/2④ 7/15①

高津 4/14③ 5/26① 5/2① 4/14① 5/2④ 7/15③

ブレイカーズ 6/30① 6/30④ 5/2③ 5/2① 7/15① 7/15③

4月14日(日)
益田市立益田東中体育館

TO
公式戦 ① 9:00 高津 - 浜田三 浜田三
公式戦 ② 10:20 浜田二・一 - 益田東 大田一
公式戦 ③ 11:40 高津 - 大田一 益田東
公式戦 ④ 13:00 浜田三 - 益田東 高津
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾏｯﾁ ⑤ 14:20 高津 - 益田東
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾏｯﾁ ⑥ 浜田二・一 - 浜田三
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾏｯﾁ ⑦ 益田東 - 浜田三
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾏｯﾁ ⑧ 高津 - 浜田二・一

5/2(木)祝日
大田市立大田第一中学校体育館

TO TO
公式戦 ① 9:00 浜田三 - ブレイカーズ 益田東 益田東 大田一 浜田二・一 - 高津 矢上 矢上 （外部）
公式戦 ② 10:20 益田東 - 大田一 浜田二・一 浜田二･一 浜田三
公式戦 ③ 11:30 ブレイカーズ - 浜田二・一 益田東 益田東 (外部) 浜田三 - 矢上 大田一 大田一 （外部）
公式戦 ④ 13:00 益田東 - 高津 ブレイカーズ ブレイカーズ 矢上
公式戦 ⑤ 14:20 大田一 - 矢上 高津 浜田三 益田東
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾏｯﾁ ⑥ 15:40
※①フレンドリーマッチについては各チームでの話し合いで決定

5月26日(日)
益田市立益田東中学校体育館

TO
公式戦 ① 9:00 矢上 - 高津 浜田三 浜田三 浜田二・一

公式戦 ② 10:20 浜田三 - 浜田二・一 高津 矢上 高津
公式戦 ③ 11:30 矢上 - 益田東 浜田二・一 浜田三 浜田二・一

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾏｯﾁ ④ 13:00 浜田三 - 高津 益田東 矢上 益田東
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾏｯﾁ ⑤ 14:30 浜田二・一 - 益田東 浜田三 浜田三 高津
※フレンドリーマッチについても1日2試合を確保したいため公式戦と同様8分４Q制で行う。

6月30日(日)
大田市立大田第一中学校体育館

TO
6月30日 ① 9:00 大田一 - ブレイカーズ 矢上 矢上 浜田二・一

② 10:00 矢上 浜田二・一 大田一 大田一 ブレイカーズ

③ 13:00 大田一 - 浜田二・一 ブレイカーズ 矢上 ブレイカーズ

④ 14:：20 ブレイカーズ 矢上 浜田二・一 大田一 浜田二・一

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾏｯﾁ ⑤ 15:40
※①浜田二・一が連続で試合となるため2試合目終了後に休憩を挟むこととする。
※②フレンドリーマッチについては各チーム話し合いで決定

7月15日(日)
益田市立益田東中学校体育館

TO
7月15日 ① 8:30 益田東 - ブレイカーズ 大田一 大田一 浜田三

② 10:00 大田一 - 浜田三 益田東 益田東 ブレイカーズ

③ 11:30 高津 - ブレイカーズ 浜田三 大田一 浜田三
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾏｯﾁ ④ 13:00 大田一 - 益田東 高津 高津 ブレイカーズ

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰﾏｯﾁ ⑤ 14:20 浜田三 - 高津
※フレンドリーマッチについても1日2試合を確保したいため公式戦と同様8分４Q制で行う。
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