
【Ａブロック】 室蘭　：　　室蘭栄、伊達、室蘭工業 【Ｂブロック】 室蘭　：　　登別大谷、室蘭東翔、室蘭清水

函館　：　　函館有斗、函館稜北、函館商業 函館　：　　函館工業、市立函館、函館大谷

苫小牧：　 北海道栄、駒澤大付属、浦河 苫小牧：　 苫小牧中央、静内

節 日程 会場 時間 当番校 節 日程 会場 時間 当番校
第1節 5月1日 函有斗 函有斗 vs 室工業 13:00 函有斗 第1節 5月1日 道栄 室清水 vs 静内 10:00 道栄

道栄 函稜北 vs 道栄 14:00 道栄 函工業 vs 苫中央 12:00

室蘭栄 vs 浦河 11:00 登大谷 室東翔 vs 登大谷 11:00 登大谷

函商業 vs 駒澤 13:00 市函館 市函館 vs 函大谷 11:00 市函館

第２節 5月8日 室蘭栄 vs 伊達 10:00 第２節 5月8日 市函館 函工業 vs 室東翔 11:00 市函館

函有斗 vs 道栄 12:00 市函館 vs 室清水 13:00

室工業 vs 駒澤 14:00 日吉（函） 登大谷 vs 静内 11:00 函大谷

函稜北 函稜北 vs 浦河 11:00 函稜北 函大谷 vs 苫中央 13:00

第３節 5月9日 函有斗 vs 駒澤 11:00 第３節 5月9日 函工業 室東翔 vs 苫中央 11:00 函工業

函稜北 vs 伊達 13:00 函工業 vs 室清水 13:00

道栄 道栄 vs 浦河 13:00 道栄 市函館 函大谷 vs 登大谷 11:00 市函館

函商 函商業 vs 室蘭栄 13:00 函商 市函館 vs 静内 13:00

第４節 6月5日 室工業 vs 函稜北 12:00 第４節 6月5日 日吉（函） 函工業 vs 函大谷 11:00 函大谷

浦河 vs 伊達 14:00 未定（苫） 静内 vs 室東翔 10:00 苫中央

道栄 vs 函商業 11:00 登大谷 vs 市函館 12:00

駒澤 vs 室蘭栄 13:00 苫中央 vs 室清水 14:00

第５節 6月6日 函有斗 vs 浦河 11:00 第５節 6月26日 登大谷 函工業 vs 登大谷 12:00 登大谷

道栄 vs 伊達 13:00 静内 vs 函大谷 14:00

室栄 室工業 vs 室蘭栄 11:00 室栄 6/12開催 室清水 室清水 vs 室東翔 11:00 室清水

函稜北 函稜北 vs 函商業 13:00 函稜北 苫中央 vs 市函館 13:00

第６節 6月26日 道栄 vs 室工業 11:00 第６節 6月27日 登大谷 函工業 vs 静内 11:00 登大谷

函有斗 vs 伊達 13:00 苫中央 vs 登大谷 13:00

駒澤 vs 函稜北 11:00 室清水 室東翔 vs 市函館 11:00 室清水

浦河 vs 函商業 13:00 室清水 vs 函大谷 13:00

第７節 6月27日 浦河 vs 室工業 11:00 第７節 7月4日 市函館 函工業 vs 市函館 11:00 市函館

伊達 vs 函商業 13:00 登大谷 登大谷 vs 室清水 11:00 登大谷

函有斗 vs 室蘭栄 11:00 函大谷 vs 室東翔 13:00

駒澤 vs 道栄 13:00 静内 静内 vs 苫中央 11:00 静内

第８節 7月3日 函商業 函有斗 vs 函商業 11:00 函商業

室蘭栄 vs 函稜北 13:00

伊達 vs 室工業 11:00

浦河アエル 浦河 vs 駒澤 13:00 浦河

第９節 7月4日 函有斗 函有斗 vs 函稜北 11:00 函有斗

函商業 vs 室工業 13:00

室蘭栄 vs 道栄 11:00
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