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第  回      共済    対戦表

会場   十六沼    場       回戦  回戦

日程 試合 開始時間    名    名 主審 副審  

 月 日

       森合        少年団           二本松               

        岳下 杉田                  大玉      少年団      

                           金谷川        少年団    

        北信                   荒井        少年団   勝者

        中央      
    

  森合        少年団   
    

会場   十六沼    場       回戦  回戦

日程 試合 開始時間    名    名 主審 副審  

 月 日

            福島         醸芳        少年団     

         吉井田        少年団                           

         瀬上        少年団                       

         福島             
    

       福島      
    

                                勝者

会場   十六沼    場       回戦  回戦

日程 試合 開始時間    名    名 主審 副審  

 月 日

        平田        少年団      大玉      少年団        

                    本宮        少年団     

         愛誠        少年団      霊山          

                          清水        少年団    勝者

         飯野        少年団     勝者     

会場   十六沼    場       回戦  回戦

日程 試合 開始時間    名    名 主審 副審  

 月 日

             福島       蓬莱      

         南福島         女神             

         下川崎        少年団      鳥川        少年団     

         中央                             

会場   十六沼    場       回戦 準 決勝

日程 試合 開始時間    名    名 主審 副審  

 月 日

       勝者     北信              勝者  勝者

        勝者      瀬上        少年団  勝者  勝者

        勝者     勝者  勝者  勝者

        勝者     勝者  勝者  勝者

        勝者     勝者 派遣    勝者

        勝者     勝者 派遣    勝者

会場   十六沼    場       回戦 準 決勝

日程 試合 開始時間    名    名 主審 副審  

 月 日

                         大玉      少年団     勝者  勝者

         吉井田        少年団          福島   勝者  勝者

        勝者     勝者  勝者  勝者

        勝者     勝者  勝者  勝者

        勝者     勝者 派遣    勝者

        勝者     勝者 派遣    勝者

会場   十六沼    場      準決勝 決勝

日程 試合 開始時間    名    名 主審 副審  

 月 日

       敗者     敗者 派遣    勝者

        勝者     勝者 派遣 派遣

        勝者     勝者 派遣    勝者

        勝者     勝者 派遣 派遣

会場   十六沼    場      準決勝  位決定戦

日程 試合 開始時間    名    名 主審 副審  

 月 日

       敗者     敗者 派遣    勝者

        勝者     勝者 派遣 派遣

        敗者     敗者 派遣    敗者

        敗者     敗者 派遣 派遣


