
日付 会　場 開始時刻 審　判 試合なし 日付 会　場 開始時刻 審　判 試合なし

西宮今津G 9:30 西宮南 西宮南G 13:00 西宮今津

西宮今津G 11:00 市伊丹 西宮南G 14:30 尼崎北

甲南G 13:30 尼崎稲園 宝塚G 9:30 市伊丹

甲南G 15:00 鳴尾 宝塚G 11:00 武庫総合

西宮今津G 9:30 宝塚 宝塚G 9:30 西宮今津

西宮今津G 11:00 武庫総合 宝塚G 11:00 鳴尾

西宮南G 13:00 尼崎稲園 甲南G 13:00 尼崎北

西宮南G 14:30 市伊丹 甲南G 14:30 甲南

西宮南G 9:30 尼崎北 西宮今津G 9:30 甲南

西宮南G 11:00 鳴尾 西宮今津G 11:00 宝塚

武庫総合G 13:30 甲南 市伊丹G 13:00 尼崎北

武庫総合G 15:00 宝塚 市伊丹G 14:30 尼崎稲園

宝塚G 9:30 西宮今津 武庫総合G 9:30 尼崎稲園

宝塚G 11:00 鳴尾 武庫総合G 11:00 西宮南

市伊丹G 9:30 武庫総合 宝塚G 9:30 西宮今津

市伊丹G 11:00 市伊丹 宝塚G 11:00 市伊丹

宝塚G 9:30 甲南 宝塚G 13:30 尼崎稲園

宝塚G 11:00 尼崎北 宝塚G 15:00 西宮南

武庫総合G 13:30 西宮南 西宮今津G 9:30 鳴尾

武庫総合G 15:00 市伊丹 西宮今津G 11:00 市伊丹

宝塚G 13:00 鳴尾 西宮南G 13:00 甲南

宝塚G 14:30 西宮今津 西宮南G 14:30 尼崎稲園

市伊丹G 13:00 西宮南 鳴尾G 9:30 尼崎北

市伊丹G 14:30 尼崎稲園 鳴尾G 11:00 市伊丹

西宮南G 13:00 市伊丹 西宮南G 13:00 鳴尾

西宮南G 14:30 尼崎稲園 西宮南G 14:30 西宮今津

西宮今津G 9:30 尼崎北 宝塚G 9:30 甲南

西宮今津G 11:00 甲南 宝塚G 11:00 尼崎稲園

尼崎北G 13:30 鳴尾 西宮今津G 9:30 宝塚

尼崎北G 15:00 西宮今津 西宮今津G 11:00 武庫総合

西宮南G 13:00 宝塚 西宮南G 9:30 尼崎北

西宮南G 14:30 武庫総合 西宮南G 11:00 市伊丹

宝塚G 9:30 西宮南 尼崎北G 13:30 甲南

宝塚G 11:00 尼崎稲園 尼崎北G 15:00 宝塚

武庫総合G 9:30 鳴尾 市伊丹G 9:30 西宮南

武庫総合G 11:00 尼崎北 市伊丹G 11:00 武庫総合

尼崎北　－　西宮南

尼崎稲園

西宮今津　－　鳴尾

甲南　－　鳴尾 宝塚　－　武庫総合

尼崎稲園　－　武庫総合 甲南　－　市伊丹

　２０１６　阪神リーグ２部　日程表 (第9節延期分、第11節～第18節)　確定版

対戦カード 対戦カード

①

市伊丹　－　西宮今津

西宮南

甲南　－　宝塚 尼崎稲園　－　西宮今津

西宮南　－　市伊丹 甲南　－　武庫総合

市伊丹　－　尼崎北

武庫総合　－　西宮今津

鳴尾 ⑪

③ 2/20(土)

西宮今津　－　鳴尾

尼崎稲園 ⑫

鳴尾　－　宝塚

② 5/29(日)

西宮今津　－　宝塚

武庫総合

尼崎北　－　西宮南 甲南　－　西宮南

宝塚　－　武庫総合 市伊丹　－　尼崎稲園

甲南　－　市伊丹 尼崎北　－　鳴尾
6/11(土)

甲南
尼崎稲園　－　西宮今津 鳴尾　－　尼崎稲園

市伊丹　－　尼崎北 宝塚　－　市伊丹

甲南　－　武庫総合 西宮今津　－　尼崎北

鳴尾　－　宝塚

西宮南 ⑬

⑤ 3/20(日)

尼崎北　－　宝塚

西宮今津 ⑭

西宮南　－　鳴尾

武庫総合　－　西宮南

④ 6/19(日)3/6(日)

西宮南　－　宝塚

尼崎北

甲南　－　尼崎稲園 尼崎稲園　－　武庫総合

市伊丹　－　武庫総合 市伊丹　－　西宮今津

甲南　－　鳴尾

6/25(土)

7/26(火)

⑥

西宮今津　－　宝塚

武庫総合 ⑮

3/26(土)

3/21(月)

尼崎稲園　－　西宮南

宝塚
尼崎北　－　鳴尾 甲南　－　西宮今津

市伊丹　－　尼崎稲園 鳴尾　－　市伊丹

甲南　－　西宮南 武庫総合　－　尼崎北

7/9(土)

8/3(木)

⑦

尼崎稲園　－　西宮南

宝塚 ⑯

4/2(土)

4/3(日)

7/16(土)

8/5(金)

西宮今津　－　西宮南

市伊丹

鳴尾　－　市伊丹 武庫総合　－　鳴尾

甲南　－　西宮今津 宝塚　－　尼崎稲園

武庫総合　－　尼崎北 甲南　－　尼崎北

⑧

西宮今津　－　尼崎北

甲南 ⑰4/9(土)

7/24(日)

8/8(月)

武庫総合　－　西宮今津

鳴尾
鳴尾　－　尼崎稲園 甲南　－　宝塚

武庫総合　－　西宮南 西宮南　－　市伊丹

宝塚　－　市伊丹 尼崎稲園　－　尼崎北

⑨

宝塚　－　尼崎稲園

市伊丹 ⑱

4/16(土)

6/4(土)

尼崎北　－　宝塚

西宮今津

西宮今津　－　西宮南 甲南　－　尼崎稲園

甲南　－　尼崎北 市伊丹　－　武庫総合

武庫総合　－　鳴尾 西宮南　－　鳴尾
7/31(日)

7/30(土)

2/6(土)

2/7(日)

2/11(木)

6/5(日)

4/23(土)

4/24(日)

西宮南　－　宝塚
尼崎北 ⑩

尼崎稲園　－　尼崎北


