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A組 ��三国JFC �フエンテ奥越 �伊井小 �敦賀フレンズ �勝点 �得点 �失点 �董 �鳩位 

坂井市 �三　国JF　C �　　＼ �0　●　1 �0　●　11 �0　●　10 �0 �0 �22 �－22 �4 

大野市 �フエンテ奥越 �1　0　0 �　　＼ �1　●　5 �0　●　＄ �3 �2 �11 �－9 �3 

あわら市 �伊　　井　　小 �11　0　0 �5　0　1 �　　＼ �1　●　3 �6 �17 �4 �＋13 �2 

敦賀市 �敦賀フレンズ �10　0　0 �8　0　0 �3　0　1 � �9 �19 �1 �＋18 �1 

B　趨 ��高槙A �波松芦原 �声高 �押水FC �勝点 �得点 �失点 �差 �順位 

坂井市 �高　　繚　　A �　　＼ �5　0　1 �6　0　2 �5　0　0 �○ �18 �3 �十13 �1 

あわら市 �波　松　芦　原 �1　●　5 �　　＼ �5　0　0 �10　0　1 �6 �16 �＄ �＋10 �2 

鶴的簡 �取　　　　　高 �2　●　6 �0　●　5 �　　＼ �5　0　0 �3 �7 �11 �－4 �3 

石川県 �押　水　F　G �0　●　5 �1　●　10 �0　■●　5 � �0 �1 �20 �－19 �4 

C絶 ��平手A �坂井B �金津JFC �大虫SSS �勝点 �得点 �失点 �姜 �順位 

坂井市 �平　　章　　A �　＼ �16　0　0 �0　●　3 �4　0　0 �○ �20 �3 �＋17 �2 

坂井市 �坂　　井　　B �0　●　16 �　　＼ �0　●　6 �0　●　13 �0 �0 �35 �－35 �4 

あわら市 �金　津JF　C �3　0　0 �6　0　0 �　　＼ �4　0　0 �9 �13 �0 �＋13 �1 

越前市 �大　虫　S　S　S �0　●　4 �13　0　0 �0　●　4 � �3 �13 �8 �＋5 �3 

D組 ��春江A �丸岡RUCK �ヴィフ勝山 �小松南部 �勝点 �得点 �失点 �差 �順位 

坂井市 �春　　江　　A �　＼ �1　0　0 �2　0　1 �0　●　12 �6 �3 �13 �－10 �2 

坂井市 �丸岡RUCK �0　●　1 �　　＼ �2　0　1 �0　●　＄ �3 �2 �8 �－6 �3 

鱒山市 �ヴ　ィ　フ　勝　山 �1　●　2 �1　●　2 �　　＼ �0　●　8 �0 �2 �12 �－10 �4 

石川県 �小　松　南　部 �ほ　0　0 �6　0　0 �8　0　0 � �9 �26 �0 �＋26 �1 

E銀 ��坂井A �平手B �本荘新郷 �音韻FC �勝点 �得点 �失点 �蓋 �根位 

坂井市 �坂　　井　　A �　　＼ �4　0　0 �4　0　0 �13　0　0 �9 �21 �0 �＋21 �1 

坂井市 �平　　手　　B �0　●　4 �　　＼ �0　●　1 �2　●　4 �0 �2 �9 �－7 �4 

あわら市 �本　荘　新　郷 �0　●　4 �1　0　0 �　＼ �4　0　0 �6 �5 �4 �■1 �2 

石川県 �音　賜　F　C �0　●　13 �4　0　2 �0　●　4 � �3 �4 �10 �－15 �3 

F繊 ��鳴鹿明章888 �春江B �有終雨 �R若狭 �謄点 �得点 �失点 �姜 �横位 

坂井市 �嶋鹿明章SSS �　　＼ �8　0　0 �3　0　1 �2　0　0 �9 �13 �1 �＋1．2 �1 

坂井市 �春　　江　　B �0　●　8 �　＼ �0　●　6 �0　●　5 �0 �0 �19 �－19 �4 

大野市 �有　　終　　粛 �1　●　3 �6　0　0 �、＼－、し �1　●　5 �3 �8 �8 �土0 �3 

著狭町 �R　　薯　　狭 �0　●　2 �5　0　0 �5　0　1 � �6 �10 �3 �十7 �2 

Q組 ��磯部SSS �畏畝FC �吉川FC �武生東 �勝点 �得点 �失点 �蓋 �順位 

坂井市 �磯　部　8　8　8 �　　＼ �0　●　2 �1　●　3 �7　0　0 �3 �8 �5 �＋3 �3 

堀井市 �長　畝　F　C �2　0　0 �　＼ �3　0　2 �4　0　2 �9 �○ �4 �＋5 �1 

♯江市 �吉　川　F　C �3　0　1 �2　●　3 �　＼ �3　0　0 �○ �8 �4 �＋4 �2 

趨椚市 �武　　生r　兼 �0　●　7 �2　●　4 �0　●　3 � �0 �2 �14 �－12 �．4 
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