
１日目  

藤枝中学校                        

 対戦表 主審 副審 副審 

① 藤枝 ｖｓ 島一 大井川（保） 六合（保） 六合（保） 

②   六合 ｖｓ 大井川 島一（教） 藤枝（教） 藤枝（保） 

③ 相良 ｖｓ 島二 高洲（教） 島一（保） 藤枝（教） 

④ 高洲 ｖｓ 島一 島二（教） 相良（教） 相良（教） 

 

青島中学校 

 対戦表 主審 副審 副審 

①  青島 ｖｓ 豊田 大富 小川（保） 小川（保） 

②  小川 ｖｓ 大富 豊田 青島 青島 

③  葉梨 ｖｓ 豊田 協会 和田 川根 

④  川根・中川根 ｖｓ 和田 協会 葉梨 葉梨 

 

広幡中学校 

 対戦表 主審 副審 副審 

① 金谷 ｖｓ 榛原 広益津（保） 広益津（保） 吉田（教） 

②      吉田 ｖｓ 西益津・広幡 榛原（教） 榛原（教） 金谷（保） 

 

焼津中学校 

 対戦表 主審 副審 副審 

①   岡部 ｖｓ 島田附属 焼津（保） 大洲（保） 大洲（保） 

② 焼津 ｖｓ 大洲 島附（教） 岡部（教） 岡部（保） 

 

大村中学校 

 対戦表 主審 副審 副審 

① 初倉 ｖｓ 港 大村 青島北 青島北 

② 青島北 ｖｓ 大村・東益津 初倉 港 港 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２日目  

藤枝市民 G                        

 対戦表 主審 副審 副審 

① 藤枝 ｖｓ 高洲 葉梨 青島 青島 

② 葉梨 ｖｓ 青島 藤枝 高洲 高洲 

③ 女子決勝    

④     

 

藤枝陸上 

 対戦表 主審 副審 副審 

① 六合 ｖｓ 島二 広益津 金谷 金谷 

②   相良 ｖｓ 大井川 島二 六合 六合 

③     金谷 ｖｓ 西益津・広幡 大井川 相良 相良 

④     

 

藤枝多目的 G 

 対戦表 主審 副審 副審 

① 吉田 ｖｓ 榛原 大益津（保） 港（教） 教（保） 

②  島田附属 ｖｓ 大洲 協会 榛原（教） 吉田 

③ 焼津 ｖｓ 岡部 島田附属 大洲（保） 大洲（保） 

④      港 ｖｓ 大村・東益津 焼津（保） 岡部（教） 岡部（保） 

 

横井人工芝 

 対戦表 主審 副審 副審 

① 青島北 ｖｓ 初倉 中川根（保） 大富 大富 

②   小川 ｖｓ 和田 青島北 初倉 初倉 

③ 川根・中川根 ｖｓ 大富 小川（保） 和田 協会 

④     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３日目  

藤枝市民 G                        

 対戦表 主審 副審 副審 

① A リーグ３位  ｖｓ B リーグ３位 A リーグ１位 B リーグ１位 B リーグ１位 

② A リーグ２位  ｖｓ B リーグ２位 A リーグ３位 B リーグ３位 B リーグ３位 

③ A リーグ 1 位  ｖｓ B リーグ１位 A リーグ２位 B リーグ２位 B リーグ２位 

④     

 

藤枝陸上 

 対戦表 主審 副審 副審 

① 西益津・広幡 ｖｓ 榛原 吉田 金谷 金谷 

② 金谷 ｖｓ 吉田 広益津 榛原 榛原 

③     

④     

 

藤枝多目的 G 

 対戦表 主審 副審 副審 

①  島二 ｖｓ 大井川 六合 相良 相良 

② 大洲 ｖｓ 岡部 島二（保） 大井川（教） 大井川（教） 

③ 島田附属 ｖｓ 焼津 大洲 岡部 岡部（保） 

④ 六合 ｖｓ 相良 島田附属 焼津（保） 焼津（保） 

 

横井人工芝 

 対戦表 主審 副審 副審 

① 大村・東益津 ｖｓ 初倉 青島北 港 港 

② 港 ｖｓ 青島北 大村 初倉 初倉 

③ 和田 ｖｓ 大富 協会 小川（保） 小川（保） 

④     小川 ｖｓ 川根・中川根 和田 大富 大富 

 

 


