
節 日付 試合時間 HOME 対 AWAY 会場 審判

10:00 愛知FC ７－２ 誉 パークアリーナ小牧 春日丘 春日丘 名電

12:00 春日丘 １－８ 名電 パークアリーナ小牧 名東 誉 愛知FC

14:00 名東 ３－１ 長久手 パークアリーナ小牧 中京B 中京B 同朋

16:00 中京B ０－２ 同朋 パークアリーナ小牧 長久手 名東 長久手

11:00 一宮北 ０－１ 松蔭 一宮北 松蔭 松蔭 一宮北

13:30 愛知FC ０－２ 同朋 デンソー 中京B 中京B 松蔭

15:30 中京B ２－４ 松蔭 デンソー 同朋 同朋 愛知FC

10:00 誉 ０－７ 名電 港サッカー場 名東 名東 一宮北

12:30 名東 ３－０ 一宮北 港サッカー場 愛知FC 誉 名電

17:00 春日丘 １－０ 長久手 中部大 春日丘 春日丘 長久手

17:00 春日丘 2-1 名東 中部大 誉 誉 長久手

19:00 誉 1-2 長久手 中部大 春日丘 春日丘 名東

10:00 誉 ３－５ 春日丘 パークアリーナ小牧 愛知FC 愛知FC 一宮北

12:00 愛知FC １－１ 一宮北 パークアリーナ小牧 春日丘 誉 春日丘

14:00 名東 ２－０ 中京B パークアリーナ小牧 長久手 同朋 長久手

16:00 同朋 ２－０ 長久手 パークアリーナ小牧 名東 名東 中京B

11:00 名電 １－１ 松蔭 名電 松蔭 松蔭 名電

11:00 名電 ０－４ 一宮北 名電 一宮北 名電 一宮北

16:00 愛知FC ０－２ 中京B パークアリーナ小牧 同朋 同朋 春日丘

14:00 同朋 2-1 春日丘 パークアリーナ小牧 中京B 愛知FC 中京B

12:00 松蔭 ３－０ 長久手 パークアリーナ小牧 名東 誉 名東

10:00 誉 ０－５ 名東 パークアリーナ小牧 愛知FC 松蔭 長久手

11:00 名電 ３－２ 中京B 名電 同朋 春日丘 同朋

13:00 同朋 １－３ 誉 名電 中京B 中京B 松蔭

15:00 松蔭 ２－０ 春日丘 名電 誉 誉 名電

11:00 長久手 １－４ 一宮北 一宮北 名東 名東 愛知FC

13:00 名東 ２－０ 愛知FC 一宮北 長久手 長久手 一宮北

10:00 松蔭 １－０ 誉 松蔭 誉 誉 松蔭

14:00 一宮北 ２－３ 春日丘 パークアリーナ小牧 名電 愛知FC 名電

12:00 名電 ２－０ 愛知FC パークアリーナ小牧 春日丘 春日丘 一宮北

10:00 長久手 ３－２ 中京B 長久手 同朋 同朋 名東

12:00 同朋 ０－２ 名東 長久手 中京B 中京B 長久手

11:30 中京B 2-1 一宮北 愛学泉大 名電 名電 松蔭

9月23日 13:30 同朋 １－３ 名電 愛学泉大 愛知FC 愛知FC 中京B

15:30 愛知FC １－１ 松蔭 愛学泉大 同朋 同朋 一宮北

18:30 名電 ０－０ 名東 パークアリーナ小牧 松蔭 松蔭 愛知FC

16:30 松蔭 １－０ 同朋 パークアリーナ小牧 名東 名東 長久手

14:30 長久手 ４－０ 愛知FC パークアリーナ小牧 同朋 同朋 名電

11:00 一宮北 ４－１ 誉 一宮北 春日丘 春日丘 中京B

13:00 春日丘 ３－０ 中京B 一宮北 誉 誉 一宮北

11:00 松蔭 名東 一宮北 春日丘 愛知FC

13:00 一宮北 同朋 一宮北 松蔭 名東

15:00 春日丘 愛知FC 一宮北 一宮北 同朋

11:00 長久手 名電 名電 中京B 誉

13:00 中京B 誉 名電 長久手 名電

副審
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12 7月19日

18 10月4日
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16 9月20日

17 9月27日

13 8月30日

9月6日
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7月5日

11 7月12日

14

9月13日



最終節　会場変更　パークアリーナ」小牧　⇒　一宮北　　試合日程の変更　



パークアリーナ小牧 名東

一宮北 長久手

長久手 一宮北

愛学泉大 春日丘

名電 中京B

誉

愛知FC

同朋

名電

松蔭

一宮北 4 4

中京B 4

誉 4 4

愛知FC 4

同朋 4

名電 4 3

松蔭 4 3

春日丘 2

第3試合

第2試合

第1試合
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