
対戦表・コート割り当て表 斜めの字体のチーム名は女子

9:30 ～ 10:40 10:40 ～ 11:50 11:50 ～ 12:35 12:35 ～ 13:20 13:20 ～ 14:30 14:30 ～ 15:40 15:40 ～ 16:50

1 粟津・打出 対 個人戦 瀬田北 対 個人戦 唐崎 対 個人戦 皇子山 対 個人戦 志賀 対 個人戦

2 瀬田北 3-2 八幡 栗東西 5-0 唐崎 粟津・打出 5-0 八幡東 粟津・打出 4-1 浅井 日吉 5-0 湖東

3 日吉 2-2 中主 葉山 1-4 皇子山 瀬田北 0-5 大東 瀬田 2-3 葉山 瀬田 3-1 中主

4 皇子山 4-1 彦根中央 八幡東 0-5 彦根 日吉 4-1 彦根 栗東西 2-2 中主 葉山 4-1 彦根

5 唐崎 3-2 稲枝 八幡西 2-3 彦根中央 葉山 3-2 八幡 八幡 0-4 水口 八幡東 0-5 甲南

6 志賀 4-1 浅井 日吉 5-0 浅井 中主 4-1 甲南 八幡西 3-2 湖東 八幡西 1-4 瀬田北

7 瀬田 2-1 水口 志賀 4-0 甲南 水口 5-0 湖東 彦根中央 1-3 大東 稲枝 2-3 大東

8(9) 栗東西 5-0 彦根 粟津・打出 3-2 水口 瀬田 4-1 彦根中央 志賀 5-0 八幡東 浅井 0-5 皇子山

(9)10 葉山 2-3 大東 瀬田 4-1 湖東 栗東西 5-0 浅井 唐崎 5-0 彦根 唐崎 2-3 八幡

11(12) 八幡東 0-5 湖東 八幡 3-2 大東 皇子山 5-0 八幡西 瀬田北 1-4 稲枝 彦根中央 4-1 粟津・打出

(12)13 八幡西 3-2 甲南 中主 4-1 稲枝 志賀 0-5 稲枝 日吉 5-0 甲南 水口 1-4 栗東西

14(15) 皇子山 2-3 野洲北 石山 2-3 松原 八幡西 5-0 浅井 湖北 4-1 彦根南 栗東 4-1 八幡東

(15)16 唐崎 2-3 明富 瀬田北 5-0 湖東 野洲 3-2 鏡岡 立命館守山 0-5 志賀 稲枝 5-0 日吉

17(18) 粟津 4-1 葉山 栗東西 3-2 浅井 水口 4-1 八幡 稲枝 5-0 石山 湖東 5-0 粟津

(18)19 志賀 1-4 湖北 日吉 0-5 八幡東 中主 3-2 打出 市立守山 2-3 瀬田北 水口 3-2 市立守山

20 瀬田 2-3 鏡岡 唐崎 1-4 鏡岡 日吉 5-0 立命館守山 日吉 0-5 野洲北 皇子山 2-3 八幡西

21 日吉 対 個人戦 皇子山 対 個人戦 石山 対 個人戦 瀬田 対 個人戦 鏡岡 対 個人戦

22 石山 5-0 立命館守山 瀬田 2-3 野洲北 瀬田 3-2 湖北 皇子山 4-1 浅井 八幡 3-2 瀬田

23 瀬田北 5-0 野洲 粟津 2-3 中主 皇子山 1-4 栗東 唐崎 2-3 八幡 唐崎 2-3 浅井

24 打出 5-0 浅井 志賀 3-2 野洲 唐崎 0-5 市立守山 粟津 0-5 栗東 志賀 3-2 彦根南

25 松原 1-4 中主 打出 2-2 水口 粟津 3-2 彦根南 打出 1-3 野洲 石山 3-2 明富

26 栗東西 1-3 市立守山 栗東 5-0 八幡 志賀 4-1 栗東西 松原 4-1 八幡西 瀬田北 3-2 中主

27 栗東 2-3 湖東 葉山 4-1 立命館守山 瀬田北 5-0 明富 栗東西 1-4 明富 打出 5-0 栗東西

28 八幡西 1-4 水口 八幡西 0-5 彦根南 松原 0-5 稲枝 葉山 3-2 鏡岡 松原 4-1 野洲北

29 八幡東 2-3 彦根南 市立守山 1-4 稲枝 葉山 2-3 八幡東 八幡東 1-4 湖東 葉山 1-4 野洲

30 八幡 1-4 稲枝 明富 0-5 湖北 野洲北 2-3 湖東 中主 3-2 水口 立命館守山 0-5 湖北
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