
平成２６年度　名古屋市地区リーグ日程表

日程 会場 試合時間 審判 備考
13:30 名古屋B vs 富田 名古屋大谷
15:30 名古屋C vs 名古屋大谷 富田
13:30 大同大大同B vs 旭丘 名古屋西
15:30 名古屋西 vs 名南工業 大同大大同B
13:00 菊華 vs 名経大高蔵B 愛工大名電C
15:00 愛工大名電C vs 菊華B 名経大高蔵B
9:30 愛知FCB vs 山田 天白
11:30 松蔭Ｂ vs 天白 愛知FCB
14:00 中村 vs 名古屋南 至学館
16:00 至学館 vs 名古屋工業 中村
9:30 市工業 vs 千種 東邦C
11:30 惟信 vs 東邦C 千種
9:30 熱田C vs 鳴海 名城大附属
11:30 名城大附属 vs 名経大市邨 鳴海
9:30 緑 vs 守山 同朋C
11:30 同朋C vs 大同大大同C 守山
9:30 愛知工業 vs 市工芸 享栄
11:30 享栄 vs 昭和 愛知工業

日程 会場 試合時間 審判 備考
9:30 富田 vs 市工業 惟信
11:30 惟信 vs 大同大大同C 富田
9:30 天白 vs 熱田C 名経大市邨
11:30 名古屋工業 vs 名経大市邨 天白
9:30 中村 vs 昭和 名古屋大谷
11:30 名城大附属 vs 名古屋大谷 中村
9:30 同朋C vs 山田 明和
11:30 鳴海 vs 明和 同朋C
9:30 旭丘 vs 松蔭Ｂ 守山
11:30 愛工大名電C vs 守山 旭丘
9:30 緑 vs 市工芸 至学館
11:30 至学館 vs 菊華B 市工芸
9:30 名古屋C vs 愛知工業 東邦C
11:30 東邦C vs 名古屋南 名古屋C
9:30 享栄 vs 名古屋西 名経大高蔵B
11:30 名経大高蔵B vs 大同大大同B 享栄
9:30 愛知FCB vs 名南工業 千種
11:30 千種 vs 菊華 愛知FCB

日程 会場 試合時間 審判 備考
9:30 鳴海 vs 名経大高蔵B 至学館
11:30 至学館 vs 守山 名経大高蔵B
9:30 明和 vs 富田 名古屋大谷
11:30 名経大市邨 vs 名古屋大谷 明和
13:00 松蔭Ｂ vs 菊華 名古屋工業
15:00 名古屋工業 vs 愛知工業 松蔭Ｂ
14:00 名古屋B vs 大同大大同B 山田
16:00 大同大大同C vs 山田 名古屋B
9:30 熱田C vs 市工業 東邦C
11:30 東邦C vs 昭和 市工業
9:30 愛工大名電C vs 名古屋C 惟信
11:30 惟信 vs 名古屋南 名古屋C
9:30 菊華B vs 市工芸 名古屋西
11:30 中村 vs 名古屋西 菊華B
9:30 同朋C vs 名南工業 天白
11:30 天白 vs 旭丘 同朋C
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日程 会場 試合時間 審判 備考
9:30 鳴海 vs 天白 名経大市邨
11:30 至学館 vs 名経大市邨 天白
9:30 中村 vs 愛知FCB 名古屋工業
11:30 名古屋工業 vs 名古屋大谷 愛知FCB
9:30 大同大大同C vs 名南工業 名古屋C
11:30 緑 vs 名古屋C 大同大大同C
14:00 名古屋南 vs 昭和 名古屋B
16:00 名古屋B vs 菊華 名古屋南
14:00 惟信 vs 山田 大同大大同B
16:00 大同大大同B vs 市工業 惟信
9:30 松蔭Ｂ vs 富田 守山
11:30 菊華B vs 守山 富田
9:30 熱田C vs 千種 東邦C
11:30 東邦C vs 名古屋西 千種
13:30 愛工大名電C vs 市工芸 享栄
15:30 同朋C vs 享栄 市工芸
9:30 名城大附属 vs 愛知工業 明和
11:30 明和 vs 名経大高蔵B 名城大附属

日程 会場 試合時間 審判 備考
9:30 天白 vs 市工業 名南工業
11:30 山田 vs 名南工業 天白
13:00 鳴海 vs 菊華 享栄
15:00 大同大大同C vs 享栄 鳴海
14:00 惟信 vs 昭和 名古屋B
16:00 名古屋B vs 熱田C 惟信
9:30 明和 vs 松蔭Ｂ 名古屋大谷
11:30 至学館 vs 名古屋大谷 明和
14:00 名古屋工業 vs 緑 富田
16:00 旭丘 vs 富田 名古屋工業
9:30 名経大市邨 vs 愛知工業 千種
11:30 名経大高蔵B vs 千種 名経大市邨
9:30 守山 vs 市工芸 愛知FCB
11:30 東邦C vs 愛知FCB 守山
9:30 同朋C vs 中村 名古屋C
11:30 菊華B vs 名古屋C 同朋C
9:30 名古屋南 vs 名古屋西 名城大附属
11:30 愛工大名電C vs 名城大附属 名古屋西

日程 会場 試合時間 審判 備考
13:30 旭丘 vs 名経大高蔵B 至学館
15:30 至学館 vs 市工芸 名経大高蔵B
9:30 名経大市邨 vs 緑 愛知FCB
11:30 名古屋南 vs 愛知FCB 名経大市邨
13:00 明和 vs 菊華 名古屋大谷
15:00 名古屋大谷 vs 愛知工業 明和
9:30 名古屋B vs 松蔭Ｂ 守山
11:30 守山 vs 名古屋C 松蔭B
9:30 名古屋工業 vs 愛工大名電C 東邦C
11:30 東邦C vs 同朋C 愛工大名電C
9:30 山田 vs 享栄 富田
11:30 鳴海 vs 富田 享栄
9:30 惟信 vs 名南工業 名城大附属
11:30 菊華B vs 名城大附属 惟信
9:30 昭和 vs 名古屋西 千種
11:30 天白 vs 千種 名古屋西
9:30 大同大大同C vs 中村 熱田C
11:30 熱田C vs 大同大大同B 大同大大同C
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日程 会場 試合時間 審判 備考
13:00 千種 vs 鳴海 名古屋南
15:00 山田 vs 名古屋南 千種
13:00 菊華 vs 熱田C 大同大大同C
15:00 昭和 vs 大同大大同C 熱田C
9:30 享栄 vs 中村 旭丘
11:30 名古屋B vs 旭丘 享栄
9:30 至学館 vs 愛知工業 天白
11:30 名経大高蔵B vs 天白 至学館
9:30 市工業 vs 明和 名古屋工業
11:30 菊華B vs 名古屋工業 明和
14:00 大同大大同B vs 松蔭Ｂ 名城大附属
16:00 守山 vs 名城大附属 松蔭Ｂ
13:30 名経大市邨 vs 愛工大名電C 東邦C
15:30 名南工業 vs 東邦C 名経大市邨
9:30 市工芸 vs 名古屋C 惟信
11:30 惟信 vs 愛知FCB 名古屋C
9:30 名古屋西 vs 同朋C 名古屋大谷
11:30 名古屋大谷 vs 緑 同朋C

日程 会場 試合時間 審判 備考
13:00 菊華 vs 富田 名経大市邨
15:00 名経大市邨 vs 菊華B 富田
9:30 熱田C vs 旭丘 名古屋工業
11:30 守山 vs 名古屋工業 旭丘
9:30 名古屋大谷 vs 愛工大名電C 愛知FCB
11:30 名古屋西 vs 愛知FCB 名古屋大谷
14:00 昭和 vs 同朋C 天白
16:00 明和 vs 天白 同朋C
9:30 松蔭Ｂ vs 名経大高蔵B 名城大附属
11:30 市工芸 vs 名城大附属 名経大高蔵B
14:00 愛知工業 vs 緑 惟信
16:00 惟信 vs 享栄 愛知工業
9:30 名南工業 vs 中村 千種
11:30 大同大大同B vs 千種 中村
9:30 山田 vs 東邦C 名古屋B
11:30 名古屋B vs 市工業 東邦C
14:00 名古屋南 vs 大同大大同C 至学館
16:00 至学館 vs 名古屋C 大同大大同C

日程 会場 試合時間 審判 備考
14:00 名古屋B vs 明和 名古屋工業
16:00 名古屋C vs 名古屋工業 明和
14:00 千種 vs 富田 同朋C
16:00 愛知FCB vs 同朋C 千種
9:30 名経大高蔵B vs 市工業 名城大附属
11:30 名城大附属 vs 緑 名経大高蔵B
13:00 旭丘 vs 菊華 名経大市邨
15:00 市工芸 vs 名経大市邨 旭丘
9:30 鳴海 vs 松蔭Ｂ 菊華B
11:30 愛知工業 vs 菊華B 鳴海
14:00 天白 vs 大同大大同B 享栄
16:00 享栄 vs 東邦C 天白
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日程 会場 試合時間 審判 備考
9:30 大同大大同B vs 鳴海 名経大市邨
11:30 守山 vs 名経大市邨 大同大大同B
13:00 菊華 vs 天白 名古屋大谷
15:00 名古屋大谷 vs 菊華B 天白
14:00 富田 vs 名経大高蔵B 市工芸
16:00 市工芸 vs 名古屋工業 名経大高蔵B
9:30 山田 vs 中村 名城大附属
11:30 名古屋C vs 名城大附属 中村
14:00 名古屋南 vs 同朋C 千種
16:00 名古屋B vs 千種 同朋C
13:30 愛知工業 vs 愛工大名電C 愛知FCB
15:30 昭和 vs 愛知FCB 愛知工業
14:00 至学館 vs 緑 東邦C
16:00 大同大大同C vs 東邦C 至学館
9:30 市工業 vs 旭丘 惟信
11:30 惟信 vs 名古屋西 旭丘
9:30 名南工業 vs 享栄 明和
11:30 熱田C vs 明和 享栄

日程 会場 試合時間 審判 備考
9:30 中村 vs 東邦C 熱田C
11:30 松蔭Ｂ vs 熱田C 東邦C
9:30 名古屋西 vs 山田 富田
11:30 富田 vs 天白 山田
14:00 名南工業 vs 昭和 千種
16:00 千種 vs 旭丘 名南工業
9:30 市工業 vs 鳴海 名古屋大谷
11:30 市工芸 vs 名古屋大谷 市工業
14:00 大同大大同B vs 明和 名経大市邨
16:00 名古屋C vs 名経大市邨 明和
9:30 愛知工業 vs 守山 愛知FCB
11:30 愛知FCB vs 大同大大同C 守山
9:30 享栄 vs 名古屋南 名経大高蔵B
11:30 名古屋B vs 名経大高蔵B 享栄

日程 会場 試合時間 審判 備考
9:30 名古屋B vs 鳴海 至学館
11:30 至学館 vs 愛工大名電C 名古屋B
9:30 名経大高蔵B vs 熱田C 名城大附属
11:30 名城大附属 vs 名古屋工業 名経大高蔵B
13:30 緑 vs 愛工大名電C 明和
15:30 旭丘 vs 明和 緑
13:00 市工業 vs 菊華 享栄
15:00 愛知FCB vs 享栄 市工業
9:30 惟信 vs 中村 千種
11:30 千種 vs 松蔭Ｂ 惟信
14:00 富田 vs 大同大大同B 守山
16:00 名古屋大谷 vs 守山 富田

日程 会場 試合時間 審判 備考
13:30 旭丘 vs 鳴海 至学館
15:30 至学館 vs 名城大附属 鳴海
13:00 菊華 vs 大同大大同B 緑
15:00 緑 vs 菊華B 大同大大同B
9:30 名古屋西 vs 大同大大同C 名古屋B
11:30 名古屋B vs 天白 大同大大同C
14:00 昭和 vs 山田 明和
16:00 千種 vs 明和 山田
9:30 富田 vs 熱田C 同朋C
11:30 惟信 vs 同朋C 富田
14:00 名南工業 vs 名古屋南 松蔭Ｂ
16:00 市工業 vs 松蔭Ｂ 名南工業
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