
節 日
日本航空B vs 甲府城西
山梨学院C vs 北杜
帝京第三B vs 日大明誠B
駿台甲府B vs 甲府工業
東海大甲府 vs 白根
駿台甲府B vs 甲府城西
東海大甲府 vs 日大明誠B
帝京第三B vs 白根
日本航空B vs 北杜
山梨学院C vs 甲府工業
帝京第三B vs 北杜
東海大甲府 vs 甲府城西
甲府工業 vs 日大明誠B
日本航空B vs 白根
山梨学院C vs 駿台甲府B
山梨学院C vs 日大明誠B
日本航空B vs 甲府工業
東海大甲府 vs 北杜
帝京第三B vs 甲府城西
駿台甲府B vs 白根
帝京第三B vs 駿台甲府B
山梨学院C vs 白根
北杜 vs 甲府城西

東海大甲府 vs 甲府工業
日本航空B vs 日大明誠B
帝京第三B vs 甲府工業
甲府城西 vs 白根
東海大甲府 vs 駿台甲府B
日本航空B vs 山梨学院C

６/２６（日） 北杜 vs 日大明誠B
北杜 vs 白根

帝京第三B vs 日本航空B
甲府工業 vs 甲府城西
東海大甲府 vs 山梨学院C
駿台甲府B vs 日大明誠B
東海大甲府 vs 日本航空B
駿台甲府B vs 北杜
甲府工業 vs 白根
甲府城西 vs 日大明誠B
帝京第三B vs 山梨学院C
山梨学院C vs 甲府城西
日本航空B vs 駿台甲府B
甲府工業 vs 北杜
日大明誠B vs 白根
東海大甲府 vs 帝京第三B
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節 日
日大明誠B vs 帝京第三B
白根 vs 東海大甲府

甲府城西 vs 日本航空B
北杜 vs 山梨学院C

甲府工業 vs 駿台甲府B
甲府城西 vs 駿台甲府B
北杜 vs 日本航空B
白根 vs 帝京第三B

日大明誠B vs 東海大甲府
甲府工業 vs 山梨学院C
駿台甲府B vs 山梨学院C
日大明誠B vs 甲府工業
北杜 vs 帝京第三B

甲府城西 vs 東海大甲府
白根 vs 日本航空B

甲府城西 vs 帝京第三B
白根 vs 駿台甲府B

日大明誠B vs 山梨学院C
北杜 vs 東海大甲府

甲府工業 vs 日本航空B
日大明誠B vs 日本航空B
白根 vs 山梨学院C

駿台甲府B vs 帝京第三B
甲府城西 vs 北杜
甲府工業 vs 東海大甲府
白根 vs 甲府城西

山梨学院C vs 日本航空B
駿台甲府B vs 東海大甲府
日大明誠B vs 北杜
甲府工業 vs 帝京第三B
日本航空B vs 帝京第三B
日大明誠B vs 駿台甲府B
山梨学院C vs 東海大甲府
甲府城西 vs 甲府工業

１１/２０（日） 白根 vs 北杜
日本航空B vs 東海大甲府
山梨学院C vs 帝京第三B
北杜 vs 駿台甲府B

日大明誠B vs 甲府城西
白根 vs 甲府工業
北杜 vs 甲府工業

駿台甲府B vs 日本航空B
甲府城西 vs 山梨学院C
白根 vs 日大明誠B

帝京第三B vs 東海大甲府
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