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11:40 2B ヒカリテック vs 玉島FC 三宅一弘 三井クラブ ロデオＦＣ フェノメノ ロデオＦＣ
13:10 2A ＦＣクラフト vs 岡山市役所 鈴鹿大祐 ＦＣクラップ ヒカリテック 玉島FC ヒカリテック
14:40 2A ロデオＦＣ vs フェノメノ 難波徹 ヒカリテック ＦＣクラフト 岡山市役所 岡山市役所 岡山市役所
11:40 1 環太平洋大クラブ vs 三井クラブ 山下　翔 K'2玉野 ＲＫクラシック K'2玉野
13:20 2B フィエルテ早島 エッジ 菅野直樹 岡山市役所 フェノメノ ＦＣボンバイエ フェノメノ
14:50 1 K'2玉野 vs RKクラシック 宇高正樹 環太平洋大クラブ 三井クラブ 環太平洋大クラブ
16:30 2A フェノメノ vs ＦＣボンバイエ 石井郁弥 玉島ＦＣ フィエルテ早島 エッジ フィエルテ早島
11:40 1 環太平洋大クラブ vs 萩原工業 藤元伸哉 Hレジェンズ ＦＣ水島 Hレジェンズ
13:20 2A ＦＣジェニオ vs フェノメノ 遠藤隆 オール山陽 倉敷市役所 オール山陽 倉敷市役所
14:50 1 Hレジェンズ vs ＦＣ水島 浅田景一郎 環太平洋大クラブ 萩原工業 萩原工業
16:30 2B 倉敷市役所 vs オール山陽 岡浩司 岡山クラブ ＦＣジェニオ フェノメノ ＦＣジェニオ
10:00 1 三井E＆SHD vs OTCクラシコ 綱島佑哉 RKクラシック ヒーロ備前 RKクラシック
11:40 2B FCクラップ vs フィエルテ早島 山口卓也 フォース Ｄマスターズ フォース Dマスターズ
13:10 1 RKクラシック vs ヒーロ備前 竹﨑和己 三井E＆SHD OTCクラシコ 三井E＆SHD
14:40 2A Ｄマスターズ vs フォース 寺山孝一 フィエルテ早島 ＦＣクラップ フィエルテ早島 ＦＣクラップ
11:40 1 環太平洋大クラブ vs 岡山クラブ 大戸　魁 ヒーロ備前 OTCクラシコ ヒーロ備前
13:20 2A ＦＣボンバイエ vs アルシオン 渡辺信佳 ＦＣクラフト PMA倉敷 フィエルテ早島 PMA倉敷
14:50 1 ヒーロ備前 vs OTCクラシコ 田口　新 環太平洋大クラブ 岡山クラブ 環太平洋大クラブ
16:30 2B PMA倉敷 vs フィエルテ早島 阿部力 パッション ＦＣボンバイエ アルシオン ＦＣボンバイエ
12:30 1 三井E＆SHD vs K'2玉野 篠原隆二 岡山市役所 ロデオＦＣ ロデオＦＣ
14:10 2B 玉島ＦＣ vs ガイスト 山本省二 三井E＆SHD 三井E＆SHD K'2玉野 K'2玉野
15:40 2A 岡山市役所 vs ロデオＦＣ 間庭崇之 倉敷市役所 玉島ＦＣ ガイスト 玉島FC ロデオＦＣ
10:00 1 環太平洋大クラブ vs Ｈレジェンズ 篠原隆二 岡山クラブ ＦＣ水島 岡山クラブ
11:40 2B ヒカリテック vs ＰＭＡ倉敷 岡徳磨郎 エッジ 萩原工業 パナソニック岡山 パナソニック岡山
13:10 1 岡山クラブ vs ＦＣ水島 鈴木　豊 環太平洋大クラブ Ｈレジェンズ Hレジェンズ
14:50 1 萩原工業 vs パナソニック岡山 竹崎和己 ロデオＦＣ ヒカリテック ＰＭＡ倉敷 ヒカリテック
10:00 1 三井E＆SHD vs ヒーロ備前 竹﨑和己 フォース パッション フォース
11:40 2A フォース vs パッション 水江賢一 ヒーロ備前 ＦＣクラップ オール山陽 オール山陽
13:10 2B ＦＣクラップ vs オール山陽 芳上学 三井E＆SHD 三井E＆SHD ヒーロ備前 三井E＆SHD オール山陽
12:30 1 三井クラブ vs 岡山クラブ 浅田景一郎 ＦＣケルン ガイスト ガイスト
14:10 2A ＦＣボンバイエ vs 岡山市役所 片山準平 K'2玉野 三井クラブ 岡山クラブ 岡山クラブ
15:40 2B ＦＣケルン vs ガイスト 幸山義則 ＦＣ水島 ＦＣボンバイエ 岡山市役所 岡山市役所 ＦＣケルン
10:00 1 環太平洋大クラブ vs K'2玉野 安留賢二 岡山クラブ パナソニック岡山 パナソニック岡山
11:40 2B 倉敷市役所 vs ＦＣクラップ 北垣俊陽 萩原工業 エッジ ヒカリテック エッジ
13:10 1 岡山クラブ vs パナソニック岡山 後藤祐輔 環太平洋大クラブ K'2玉野 環太平洋大クラブ
14:50 2B エッジ vs ヒカリテック 鈴木豊 アルシオン 倉敷市役所 ＦＣクラップ ＦＣクラップ
16:20
10:00 1 Hレジェンズ vs 三井E＆SHD 中村賢二郎 ＯＴＣクラシコ ＦＣジェニオ パッション パッション
11:40 2A ロデオＦＣ vs ＦＣクラフト 妹尾陽平 ＰＭＡ倉敷 フェノメノ Ｄマスターズ フェノメノ
13:10 2A ＦＣジェニオ vs パッション 早川弘幸 Ｈレジェンズ Hレジェンズ 三井E＆SHD 三井E＆SHD
14:50 2A フェノメノ vs Dマスターズ 三村弦太 ＦＣケルン ロデオＦＣ ＦＣクラフト ＦＣクラフト
11:40 2B ヒカリテック vs フィエルテ早島 水田勝 ＦＣボンバイエ ＯＴＣクラシコ 萩原工業 萩原工業
13:10 1 ＯＴＣクラシコ vs 萩原工業 日笠利文 岡山市役所 フォース フォース
14:50 2A 岡山市役所 vs フォース 寺山孝一 フィエルテ早島 ヒカリテック フィエルテ早島 ヒカリテック フォース
12:30 1 三井クラブ vs ＦＣ水島 山下　翔 Ｄマスターズ ロデオＦＣ Dマスターズ
14:10 2A Ｄマスターズ vs ロデオＦＣ 鈴木柊斗 ＲＫクラシック オール山陽 ガイスト オール山陽
15:40 2B オール山陽 vs ガイスト 日野克哉 ＦＣジェニオ 三井クラブ ＦＣ水島 ＦＣ水島 オール山陽
13:00 2A パッション vs ＦＣクラフト 水江賢一 ヒーロ備前 エッジ ＰＭＡ倉敷 PMA倉敷
14:30 2B エッジ vs ＰＭＡ倉敷 川原敦 パナソニック岡山 倉敷市役所 玉島FC 倉敷市役所
16:00 2B 倉敷市役所 vs 玉島FC 清田嗣実 岡山クラブ パッション ＦＣクラフト ＦＣクラフト 玉島ＦＣ
13:00 2B ＦＣケルン vs ＰＭＡ倉敷 金井祥司 エッジ オール山陽 エッジ
14:30 2B エッジ vs オール山陽 山本省二 Ｄマスターズ ＦＣクラフト ＦＣジェニオ ＦＣジェニオ
15:50 2A ＦＣクラフト vs ＦＣジェニオ 宮地克典 フェノメノ ＦＣケルン ＰＭＡ倉敷 PMA倉敷 ＦＣクラフト
10:00 1 環太平洋大クラブ vs ＦＣ水島 妹尾陽平 ＰＭＡ倉敷 三井クラブ ＲＫクラシック RKクラシック
11:40 1 三井クラブ vs RKクラシック 金井祥司 パッション ＦＣボンバイエ ＦＣボンバイエ
13:20 2A パッション vs ＦＣボンバイエ 松本凌祐 環太平洋大クラブ 環太平洋大クラブ ＦＣ水島 環太平洋大クラブ
14:50 1 K'2玉野 vs 岡山クラブ 大戸　魁 Hレジェンズ ヒーロ備前 ヒーロ備前
16:30 1 Hレジェンズ vs ヒーロ備前 中本万虎平 環太平洋大クラブ K'2玉野 岡山クラブ K'2玉野

13:00 2A ＦＣクラフト vs Dマスターズ 三村弦太 ＦＣケルン エッジ ガイスト ガイスト
14:30 2B エッジ vs ガイスト 山口卓也 フォース パナソニック岡山 OTCクラシコ パナソニック岡山
16:00 1 パナソニック岡山 vs OTCクラシコ 田口　新 ＦＣクラフト Ｄマスターズ Dマスターズ パナソニック岡山
11:40 2B ヒカリテック vs ＦＣクラップ 宮地克典 フェノメノ Ｄマスターズ パッション パッション
13:10 2A Ｄマスターズ vs パッション 一之瀬康貴 ヒカリテック エッジ ＦＣケルン ＦＣケルン
14:40 2B エッジ vs ＦＣケルン 目黒輝行 ヒカリテック ＦＣクラップ ヒカリテック
10:00 1 環太平洋大クラブ vs ヒーロ備前 中国審判アカデミ 中国審判アカデミ 中国審判アカデミ 岡山クラブ
11:40 1 岡山クラブ vs 萩原工業 中国審判アカデミ 環太平洋大クラブ ヒーロ備前 環太平洋大クラブ
13:20 1 ＯＴＣクラシコ vs ＦＣ水島 藤元伸哉 パナソニック岡山 K'2玉野 K'2玉野
15:00 1 パナソニック岡山 vs K'2玉野 中本万虎平 環太平洋大クラブ 三井クラブ Ｈレジェンズ 三井クラブ
16:40 1 三井クラブ vs Ｈレジェンズ 篠原隆二 ＯＴＣクラシコ ＦＣ水島 ＯＴＣクラシコ
10:00 2B オール山陽 vs フィエルテ早島 目黒輝行 パッション アルシオン アルシオン
11:30 2B PMA倉敷 vs ガイスト エッジ ＦＣクラップ 玉島FC 玉島FC
13:00 2A パッション vs アルシオン 倉敷市役所 オール山陽 フィエルテ早島 フィエルテ早島
14:30 2B ＦＣクラップ vs 玉島ＦＣ Ｄマスターズ PMA倉敷 ガイスト ガイスト

延期 1 三井E＆SHD vs 萩原工業 ＦＣボンバイエ ＦＣクラップ 玉島FC 玉島FC 三井E＆SHD

◎運営チームの役割 ◎常任運営委員（会場責任者）の役割
・試合の記録を正確に行う。審判のサイン(所属も)をもらう。 ・試合の記録が正確に行われているか確認し、必要なら修正、加筆を要求する。
・警告、退場者の氏名の確認と記入。 ・各ﾁｰﾑの任務遂行状況をチェックし、必要な場合は改善を依頼し、改善後に退場を了解する。
・試合中のボールの管理。 ・試合結果を山陽新聞社に報告（18時迄にＦＡＸにて）。得点者氏名を忘れずに。
・記録した用紙を常任運営委員に渡す。 ・試合の記録は取りまとめ先の有田宛送付(１週間以内に)。

・各ﾁｰﾑの任務遂行状況に問題があった場合文書にて報告(１週間以内に事務局の森下・中山宛)
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