
№ 期日 会場 時刻 部 管理 記録 審判 支払 備考

1 4/2 滋賀伊吹 11:00 西日本① 滋賀ク － GENESIS 滋賀ク 滋賀ク 滋賀ク 滋賀ク

2 4/9 京都瑞穂 9:00 関西① ｼｭﾗｲｸｽ － 瑞穂ク 瑞穂ク ＦＷＧＳ 委員会 委員会

3 10:30 関西③ ＦＷＧＳ － 彦根ク 瑞穂ク 瑞穂ク 委員会 委員会

4 12:00 西日本② 京都ク － 広島山陽 瑞穂ク 瑞穂ク 委員会 委員会

5 13:30 関西② 六甲ウ － 箕島小川 瑞穂ク 瑞穂ク 委員会 委員会

6 15:00 関西② GUSTARE － KIOTO 瑞穂ク 瑞穂ク 委員会 委員会

7 兵庫篠山 9:30 西日本② HYOGO － 京都ＷＢ HYOGO GENESIS GENESIS 委員会

8 和歌山ﾏﾂｹﾞﾝ 12:15 西日本① 箕島ク － 八頭ク 箕島ク 箕島ク 箕島ク 箕島ク

9 福井朝日 12:00 西日本① 福井ク － 岡山ク 福井ク 福井ク 福井ク 福井ク

10 4/16 兵庫篠山 9:30 関西② 六甲ウ － YAMATO HYOGO 畝傍ク 畝傍ク 委員会

11 11:00 関西① 山口KUGA － 畝傍ク HYOGO 六甲ウ 六甲ウ 委員会

12 12:30 関西③ 甲友ク － 彦根ク HYOGO 六甲ウ 六甲ウ 委員会

13 滋賀伊吹 11:00 西日本② 天　龍 － 伊吹ク 滋賀ク 滋賀ク 滋賀ク 滋賀ク

14 13:00 西日本① 滋賀ク － 箕島ク 滋賀ク 伊吹ク 伊吹ク 滋賀ク

15 福井朝日 12:00 西日本① 福井ク － GENESIS 福井ク 福井ク 福井ク 福井ク

16 4/23 京都瑞穂 9:00 西日本② 京都ＷＢ － 命友ホ 京都ＷＢ 二階堂ク 委員会 委員会

17 10:30 関西③ 香芝ク － 二階堂ク 京都ＷＢ 京都ＷＢ 委員会 委員会

18 12:00 関西① 山口KUGA － 同志社ク 京都ＷＢ 京都ＷＢ 委員会 委員会

19 13:30 関西① WINGS － 瑞穂ク 京都ＷＢ 京都ＷＢ 委員会 委員会

20 15:00 関西② 大阪ＢＳ － YAMATO 京都ＷＢ 京都ＷＢ 委員会 委員会

21 兵庫篠山 12:00 西日本② HYOGO － 広島山陽 HYOGO GENESIS GENESIS 委員会

22 和歌山ﾏﾂｹﾞﾝ 12:15 西日本① 箕島ク － 岡山ク 箕島ク 箕島ク 箕島ク 箕島ク

23 4/30 和歌山ﾏﾂｹﾞﾝ 12:15 関西② 箕島小川 － GUSTARE 箕島小川 箕島小川 箕島小川 箕島小川

24 鳥取八頭高校 12:15 西日本① 八頭ク － GENESIS 八頭ク 八頭ク 八頭ク 八頭ク

25 広島広域公園 13:00 西日本② 広島山陽 － 伊吹ク 広島山陽 広島山陽 広島山陽 広島山陽

26 5/7 京都瑞穂 9:00 関西② 六甲ウ － KIOTO 京都ＷＢ 京都ＷＢ 委員会 委員会

27 10:30 関西① 畝傍ク － 同志社ク 京都ＷＢ 京都ＷＢ 委員会 委員会

28 12:00 西日本② 天　龍 － 京都ＷＢ 京都ＷＢ 瑞穂ク 委員会 委員会

29 13:30 関西① 山口KUGA － 瑞穂ク 京都ＷＢ 京都ＷＢ 委員会 委員会

30 兵庫篠山 12:00 西日本② HYOGO － 伊吹ク HYOGO GENESIS GENESIS 委員会

31 5/14 京都瑞穂 9:00 関西① 瑞穂ク － 同志社ク 瑞穂ク WINGS 委員会 委員会

32 10:30 関西① ｼｭﾗｲｸｽ － WINGS 瑞穂ク 瑞穂ク 委員会 委員会

33 12:00 関西② 大阪ＢＳ － 箕島小川 瑞穂ク 瑞穂ク 委員会 委員会

34 13:30 関西③ 香芝ク － ＦＷＧＳ 瑞穂ク 瑞穂ク 委員会 委員会

35 15:00 西日本② 京都ク － 命友ホ 瑞穂ク 瑞穂ク 委員会 委員会

36 福井朝日 12:00 西日本① 福井ク － 八頭ク 福井ク 福井ク 福井ク 福井ク

37 5/21 和歌山ﾏﾂｹﾞﾝ 12:15 関西② 箕島小川 － KIOTO 箕島小川 箕島小川 箕島小川 箕島小川

38 5/21 香川三菱ｹﾐｶﾙ 10:00 西日本① 三菱ｹﾐｶﾙ － 岡山ク 三菱ｹﾐｶﾙ 三菱ｹﾐｶﾙ 三菱ｹﾐｶﾙ 三菱ｹﾐｶﾙ

39 5/28 和歌山ﾏﾂｹﾞﾝ 12:15 西日本① 箕島ク － GENESIS 箕島ク 箕島ク 箕島ク 箕島ク

40 鳥取八頭高校 12:15 西日本① 八頭ク － 岡山ク 八頭ク 八頭ク 八頭ク 八頭ク

41 6/4 兵庫篠山 12:30 関西① WINGS － 山口KUGA HYOGO 六甲ウ 六甲ウ 委員会

42 14:00 関西② 六甲ウ － GUSTARE HYOGO WINGS WINGS 委員会

43 15:30 関西③ 甲友ク － 香芝ク HYOGO 六甲ウ 六甲ウ 委員会

44 6/11 京都瑞穂 9:00 関西① ｼｭﾗｲｸｽ － 畝傍ク 京都ク 京都ク 委員会 委員会

45 10:30 西日本② 京都ク － 伊吹ク 京都ク 畝傍ク 委員会 委員会

46 12:00 西日本① GENESIS － 岡山ク 京都ク 京都ク 委員会 委員会

47 13:30 関西② 大阪ＢＳ － KIOTO 京都ク 京都ク 委員会 委員会
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48 6/18 京都瑞穂 9:00 西日本② 京都ク － 京都ＷＢ 京都ＷＢ 二階堂ク 委員会 委員会

49 10:30 関西③ 二階堂ク － 彦根ク 京都ＷＢ 京都ＷＢ 委員会 委員会

50 12:00 関西① WINGS － 畝傍ク 京都ＷＢ 京都ＷＢ 委員会 委員会

51 13:30 西日本② 天　龍 － 命友ホ 京都ＷＢ 京都ＷＢ 委員会 委員会

52 15:00 関西③ 甲友ク － ＦＷＧＳ 京都ＷＢ 京都ＷＢ 委員会 委員会

53 滋賀伊吹 12:00 西日本① 滋賀ク － 岡山ク 滋賀ク 滋賀ク 滋賀ク 滋賀ク

54 和歌山ﾏﾂｹﾞﾝ 12:15 西日本① 箕島ク － 福井ク 箕島ク 箕島ク 箕島ク 箕島ク

55 香川三菱ｹﾐｶﾙ 11:00 西日本① 三菱ｹﾐｶﾙ － GENESIS 三菱ｹﾐｶﾙ 三菱ｹﾐｶﾙ 三菱ｹﾐｶﾙ 三菱ｹﾐｶﾙ

56 6/25 兵庫篠山 10:00 関西② GUSTARE － YAMATO HYOGO HYOGO HYOGO 委員会

57 11:30 西日本② HYOGO － 京都ク HYOGO YAMATO YAMATO 委員会

58 滋賀伊吹 11:00 西日本① 滋賀ク － 福井ク 滋賀ク 伊吹ク 伊吹ク 滋賀ク

59 13:00 西日本② 伊吹ク － 命友ホ 滋賀ク 滋賀ク 滋賀ク 滋賀ク

60 7/2 京都瑞穂 9:00 関西① 畝傍ク － 瑞穂ク 瑞穂ク 二階堂ク 委員会 委員会

61 10:30 関西③ 甲友ク － 二階堂ク 瑞穂ク 瑞穂ク 委員会 委員会

62 12:00 関西③ 香芝ク － 彦根ク 瑞穂ク 瑞穂ク 委員会 委員会

63 13:30 関西① ｼｭﾗｲｸｽ － 山口KUGA 瑞穂ク 瑞穂ク 委員会 委員会

64 15:00 関西① WINGS － 同志社ク 瑞穂ク 瑞穂ク 委員会 委員会

65 兵庫篠山 9:30 西日本② HYOGO － 命友ホ HYOGO GENESIS GENESIS 委員会

66 和歌山ﾏﾂｹﾞﾝ 12:15 関西② 箕島小川 － YAMATO 箕島小川 箕島小川 箕島小川 箕島小川

67 香川三菱ｹﾐｶﾙ 12:00 西日本① 三菱ｹﾐｶﾙ － 八頭ク 三菱ｹﾐｶﾙ 三菱ｹﾐｶﾙ 三菱ｹﾐｶﾙ 三菱ｹﾐｶﾙ

68 7/9 京都瑞穂 9:00 関西② 大阪ＢＳ － GUSTARE 京都ク 京都ク 委員会 委員会

69 10:30 関西③ 二階堂ク － ＦＷＧＳ 京都ク 京都ク 委員会 委員会

70 12:00 西日本② 天　龍 － 京都ク 京都ク ＦＷＧＳ 委員会 委員会

71 滋賀伊吹 11:00 西日本② 伊吹ク － 京都ＷＢ 滋賀ク 滋賀ク 滋賀ク 滋賀ク

72 13:00 西日本① 滋賀ク － 八頭ク 滋賀ク 伊吹ク 伊吹ク 滋賀ク

73 7/16 広島広域公園 12:00 西日本② 広島山陽 － 京都ＷＢ 広島山陽 広島山陽 広島山陽 広島山陽

74 7/23 兵庫篠山 14:00 西日本② 天　龍 － HYOGO HYOGO GENESIS GENESIS 委員会

75 香川三菱ｹﾐｶﾙ 13:30 西日本① 三菱ｹﾐｶﾙ － 箕島ク 三菱ｹﾐｶﾙ 三菱ｹﾐｶﾙ 三菱ｹﾐｶﾙ 三菱ｹﾐｶﾙ

76 7/30 兵庫篠山 11:00 関西① ｼｭﾗｲｸｽ － 同志社ク HYOGO 六甲ウ 六甲ウ 委員会

77 12:30 関西② 大阪ＢＳ － 六甲ウ HYOGO ｼｭﾗｲｸｽ ｼｭﾗｲｸｽ 委員会

78 14:00 関西② YAMATO － KIOTO HYOGO 六甲ウ 六甲ウ 委員会

79 広島ｺｶ･ｺｰﾗ 13:00 西日本② 広島山陽 － 命友ホ 広島山陽 広島山陽 広島山陽 広島山陽

80 8/6 香川三菱ｹﾐｶﾙ 13:30 西日本① 三菱ｹﾐｶﾙ － 滋賀ク 三菱ｹﾐｶﾙ 三菱ｹﾐｶﾙ 三菱ｹﾐｶﾙ 三菱ｹﾐｶﾙ

81 8/13 広島広域公園 10:00 西日本② 天　龍 － 広島山陽 広島山陽 広島山陽 広島山陽 広島山陽

82 9/3 福井朝日 13:30 西日本① 三菱ｹﾐｶﾙ － 福井ク 福井ク 福井ク 福井ク 福井ク

9/3 京都瑞穂 西①②入替 西①7位 －西②1位

その他 その他会場 西-関入替 西②7位 －関①1位

関①②入替 関①6位 －関②1位

関②③入替 関②6位 －関③1位

【注意】
入替戦４試合を左の開催日・会場のいずれかに分けて実施。詳細は順
位確定後に決定する。

瑞穂で４試合の場合 ① 9:00 ②10:30 ③12:00 ④13:30
その他会場あり（当事者関係会場）

入
替
戦

入替戦により2018シーズンの暫定順位を決め、参画チーム数によりリーグ（部）構成替えを行う。
2017シーズンのチーム数であれば、西日本２部・関西１部・関西２部の最下位は自動降格となる。


