
2020年11月28日　（土）　神戸ユニバー・メインＧ ※対戦表左側がﾚﾌﾘｰ、TJは各ﾁｰﾑより選出

１試合１５分 （インターバル５分で合計２０分）

① 10:30

西神戸Ｃ vs 芦屋Ａ 芦屋Ｂ vs 伊丹 兵庫県Ｂ vs 神戸中央Ｂ 川西市 vs 西宮Ｂ

② 10:50

宝塚Ａ vs 北神戸Ｂ 神戸中央Ａ vs 兵庫県Ａ 西宮Ａ vs 芦屋Ｃ 芦屋Ｄ vs 三田Ａ

③ 11:10

伊川 vs 芦屋Ａ 宝塚Ｂ vs 伊丹 加古川 vs 神戸中央Ｂ 兵庫県Ｃ vs 西宮Ｂ

④ 11:30

北神戸Ｂ vs 西神戸Ｃ 兵庫県Ａ vs 芦屋Ｂ 芦屋Ｃ vs 兵庫県Ｂ 三田Ａ vs 川西市

⑤ 11:50

伊川 vs 宝塚Ａ 宝塚Ｂ vs 神戸中央Ａ 加古川 vs 西宮Ａ 兵庫県Ｃ vs 芦屋Ｄ

⑥ 12:10

北神戸Ｂ vs 芦屋Ａ 兵庫県Ａ vs 伊丹 芦屋Ｃ vs 神戸中央Ｂ 三田Ａ vs 西宮Ｂ

⑦ 12:30

宝塚Ａ vs 西神戸Ｃ 神戸中央Ａ vs 芦屋Ｂ 西宮Ａ vs 兵庫県Ｂ 芦屋Ｄ vs 川西市

⑧ 12:50

伊川 vs 北神戸Ｂ 宝塚Ｂ vs 兵庫県Ａ 加古川 vs 芦屋Ｃ 兵庫県Ｃ vs 三田Ａ

⑨ 13:10

宝塚Ａ vs 芦屋Ａ 神戸中央Ａ vs 伊丹 西宮Ａ vs 神戸中央Ｂ 芦屋Ｄ vs 西宮Ｂ

⑩ 13:30

伊川 vs 西神戸Ｃ 宝塚Ｂ vs 芦屋Ｂ 加古川 vs 兵庫県Ｂ 兵庫県Ｃ vs 川西市

① 10:30

尼崎Ａ vs 甲子園 神戸少年 vs 高砂Ａ 北神戸Ａ vs 西神戸Ｂ

② 10:50

三田Ｂ vs 姫路Ａ 姫路Ｂ vs 西神戸Ａ 明石 vs 高砂Ｂ

③ 11:10

芦屋Ｅ vs 甲子園 尼崎Ｂ vs 高砂Ａ 西宮甲東 vs 西神戸Ｂ

④ 11:30

姫路Ａ vs 尼崎Ａ 西神戸Ａ vs 神戸少年 高砂Ｂ vs 北神戸Ａ

⑤ 11:50

芦屋Ｅ vs 三田Ｂ 尼崎Ｂ vs 姫路Ｂ 西宮甲東 vs 明石

⑥ 12:10

姫路Ａ vs 甲子園 西神戸Ａ vs 高砂Ａ 高砂Ｂ vs 西神戸Ｂ

⑦ 12:30

三田Ｂ vs 尼崎Ａ 姫路Ｂ vs 神戸少年 明石 vs 北神戸Ａ

⑧ 12:50

芦屋Ｅ vs 姫路Ａ 尼崎Ｂ vs 西神戸Ａ 西宮甲東 vs 高砂Ｂ

⑨ 13:10

三田Ｂ vs 甲子園 姫路Ｂ vs 高砂Ａ 明石 vs 西神戸Ｂ

⑩ 13:30

芦屋Ｅ vs 尼崎Ａ 尼崎Ｂ vs 神戸少年 西宮甲東 vs 北神戸Ａ
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