
◆審判予定表(2008年度) 2008年2月15日更新

項番 備考
1 1月  27日(日) 練習
2 2月  3日(日) グラウンド整備
3 2月  10日(日) KTBL 冬季OFF
4 2月  17日(日) オープン戦
5 2月  24日(日) 渥美雄 (1) 渥美真 (1) 道前 (1)
6 3月  2日(日) 赤根 (1) 乙黒 (1) 向野 (1)
7 3月  9日(日) 高野 (1) 塚原 (1) 長田 (1)
8 3月  16日(日) 西村 (1) 木下 (1) 根本 (1)
9 3月  23日(日) 佐藤 (1) 尾形 (1) 道前 (2)

10 3月 30日(日) 渥美真 (2) 渥美雄 (2) 赤根 (2)
11 4月 6日(日) 乙黒 (2) 向野 (2) 高野 (2)
12 4月  13日(日) 塚原 (2) 長田 (2) 西村 (2)
13 4月  20日(日) 木下 (2) 根本 (2) 佐藤 (2)
14 4月 27日(日) 尾形 (2) 渥美雄 (3) 渥美真 (3)
15 5月 4日(日) 道前 (3) 赤根 (3) 乙黒 (3)
16 5月  11日(日) 向野 (3) 高野 (3) 塚原 (3)
17 5月  18日(日) 長田 (3) 西村 (3) 木下 (3)
18 5月  25日(日) 根本 (3) 佐藤 (3) 尾形 (3)
19 6月  1日(日) 渥美雄 (4) 渥美真 (4) 道前 (4)
20 6月 8日(日) 赤根 (4) 乙黒 (4) 向野 (4)
21 6月  15日(日) 高野 (4) 塚原 (4) 長田 (4)
22 6月  22日(日) 西村 (4) 木下 (4) 根本 (4)
23 6月 29日(日) 佐藤 (4) 渥美雄 (5) 渥美真 (5)
24 7月 6日(日) 道前 (5) 赤根 (5) 乙黒 (5)
25 7月  13日(日) 向野 (5) 高野 (5) 塚原 (5)
26 7月  20日(日) 長田 (5) 西村 (5) 木下 (5)
27 7月 27日(日) 根本 (5) 佐藤 (5) 赤根 (6)
28 8月 3日(日) KTBL 夏季OFF
29 8月  10日(日) KTBL 夏季OFF
30 8月  17日(日) KTBL 夏季OFF
31 8月  24日(日) KTBL 夏季OFF
32 8月 31日(日) グラウンド整備
33 9月 7日(日) 渥美真 (6) 道前 (6) 渥美雄 (6)
34 9月  14日(日) 乙黒 (6) 向野 (6) 高野 (6)
35 9月  21日(日) 塚原 (6) 長田 (6) 西村 (6)
36 9月 28日(日) 木下 (6) 根本 (6) 佐藤 (6)
37 10月 5日(日) 渥美雄 (7) 渥美真 (7) 道前 (7)
38 10月 12日(日) 赤根 (7) 乙黒 (7) 向野 (7)
39 10月 19日(日) 高野 (7) 塚原 (7) 長田 (7)
40 10月  26日(日) 西村 (7) 木下 (7) 根本 (7)
41 11月  2日(日) 佐藤 (7) 渥美雄 (8) 渥美真 (8)
42 11月  9日(日) 道前 (8) 赤根 (8) 乙黒 (8)
43 11月  16日(日) 向野 (8) 高野 (8) 塚原 (8)
44 11月  23日(日) 長田 (8) 西村 (8) 木下 (8)
45 11月  30日(日) 根本 (8) 佐藤 (8) 道前 (9)
46 12月 7日(日) 渥美真 (9) 渥美雄 (9) 赤根 (9)
47 12月  14日(日) KTBL 冬季OFF
48 12月  21日(日) KTBL 冬季OFF
49 12月  28日(日) KTBL 冬季OFF

　(※1)審判担当者の無断欠席は\\\\1111,,,,000000000000円円円円////回回回回のののの罰金罰金罰金罰金を徴収します。
　(※2)審判担当日が不都合の方は、自ら代わりの審判員を確保し、監督・主将まで連絡する事。
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日付 審判担当者（カッコ内は回数）


