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日程 会場 時間 審判

13:00 豊田 - 刈谷北Ｂ 西尾Ｂ

15:00 高浜 - 西尾Ｂ 豊田

10:00 岡崎 - 岡崎東 岡崎工業
12:00 岡崎工業 - 西尾東 岡崎東
10:00 科技高豊田 - 一色 鶴城丘
12:00 碧南工業Ｂ - 鶴城丘 科技高豊田
10:00 岡崎北 - 安城東 豊田工業
12:00 豊田工業 - 碧南 岡崎北
10:00 安城 - 豊田東 知立

12:00 知立 - 幸田 安城

10:00 刈谷工業Ｂ - 安城南 豊田北

12:00 豊田北 - 愛産大三河Ｂ 安城南
10:00 松平 - 愛教大附属 安城学園

12:00 安城学園 - 岡崎城西Ｃ 松平

日程 会場 時間 審判

10:00 豊田東 - 高浜 西尾東

12:00 西尾東 - 知立 豊田東

10:00 豊田 - 岡崎 科技高豊田
12:00 西尾Ｂ - 科技高豊田 豊田
13:00 岡崎西 - 刈谷北Ｂ 鶴城丘
15:00 安城東 - 鶴城丘 岡崎西
10:00 岡崎北 - 幸田 愛産大三河Ｂ
12:00 松平 - 愛産大三河Ｂ 岡崎北
10:00 豊田工業 - 南山国際 豊田北
12:00 豊田北 - 岡崎東 南山国際
10:00 豊野 - 碧南工業Ｂ 碧南
12:00 碧南 - 安城 碧南工業Ｂ

10:00 一色 - 安城学園 安城南

12:00 安城南 - 岡崎工業 安城学園

14:00 愛教大附属 - 杜若 岡崎工業

日程 会場 時間 審判

10:00 豊田工業 - 一色 杜若

12:00 松平 - 杜若 一色
10:00 愛教大附属 - 岡崎東 岡崎北
12:00 岡崎北 - 西尾東 愛教大附属
10:00 南山国際 - 岡崎城西Ｃ 知立
12:00 知立 - 安城南 岡崎城西Ｃ
9:30 愛産大三河Ｂ - 刈谷北Ｂ 安城学園
11:30 安城学園 - 西尾Ｂ 刈谷北Ｂ
10:00 安城東 - 幸田 高浜
12:00 高浜 - 碧南 鶴城丘

14:00 岡崎工業 - 鶴城丘 碧南

日程 会場 時間 審判

10:00 愛教大附属 - 豊田 知立

12:00 知立 - 鶴城丘 豊田東

14:00 安城学園 - 豊田東 鶴城丘
10:00 南山国際 - 一色 豊田北
12:00 岡崎西 - 豊田北 一色
10:00 杜若 - 岡崎東 岡崎城西Ｃ
12:00 科技高豊田 - 岡崎城西Ｃ 杜若
10:00 岡崎工業 - 豊野 愛産大三河Ｂ
12:00 愛産大三河Ｂ - 岡崎 岡崎工業
10:00 幸田 - 安城南 安城
12:00 高浜 - 安城 安城南
13:00 松平 - 刈谷北Ｂ 碧南工業Ｂ

15:00 刈谷工業Ｂ - 碧南工業Ｂ 松平

10:00 豊田工業 - 西尾Ｂ 西尾東

12:00 安城東 - 西尾東 豊田工業

第３節

幸田

刈谷北

6/15
（日）

西尾

第４節

対戦

6/14
（土）

愛教大附

南山国際

岡崎東

豊野

対戦

6/7
（土）

豊田工業

岡崎東

南山国際

愛産大
三河

幸田

岡崎

刈谷北

幸田

豊田工業

豊野

一色

4/6
（日）

愛教大附

第２節

対戦

4/12
（土）

高浜

第１節

対戦

4/5
（土）

ウエーブ
刈谷

岡崎

一色

安城東

豊田東

刈谷工業



日程 会場 時間 審判

10:00 松平 - 岡崎東 岡崎北

12:00 岡崎北 - 鶴城丘 岡崎東

10:00 愛教大附属 - 岡崎西 科技高豊田
12:00 科技高豊田 - 豊田東 愛教大附属
10:00 南山国際 - 西尾Ｂ 安城東
12:00 安城東 - 安城南 南山国際
10:00 安城学園 - 碧南 岡崎工業

12:00 岡崎工業 - 碧南工業Ｂ 杜若

14:00 豊田北 - 杜若 碧南工業Ｂ

13:00 刈谷北Ｂ - 岡崎 刈谷工業Ｂ

15:00 刈谷工業Ｂ - 豊野 岡崎

10:00 岡崎城西Ｃ - 一色 西尾東

12:00 幸田 - 西尾東 岡崎城西Ｃ

日程 会場 時間 審判

10:00 松平 - 岡崎 鶴城丘

12:00 幸田 - 鶴城丘 岡崎

10:00 岡崎東 - 豊田 豊田東
12:00 岡崎城西Ｃ - 豊田東 岡崎東
10:00 南山国際 - 碧南 安城南
12:00 西尾東 - 安城南 碧南
10:00 豊田工業 - 安城 岡崎北
12:00 岡崎北 - 碧南工業Ｂ 安城
13:00 刈谷北Ｂ - 豊田北 知立
15:00 知立 - 刈谷工業Ｂ 豊田北
10:00 愛産大三河Ｂ - 愛教大附属 安城学園

12:00 安城学園 - 高浜 愛産大三河Ｂ

10:00 安城東 - 豊野 西尾Ｂ

12:00 一色 - 西尾Ｂ 豊野

日程 会場 時間 審判

10:00 刈谷北Ｂ - 愛教大附属 岡崎工業

12:00 岡崎北 - 岡崎工業 刈谷北Ｂ
10:00 高浜 - 南山国際 幸田
12:00 碧南工業Ｂ - 幸田 高浜
10:00 鶴城丘 - 安城南 一色

12:00 碧南 - 一色 鶴城丘

10:00 松平 - 豊田 科技高豊田

12:00 豊田工業 - 科技高豊田 豊田

10:00 刈谷工業Ｂ - 安城東 豊田北

12:00 岡崎 - 豊田北 刈谷工業Ｂ
10:00 豊田東 - 西尾Ｂ 杜若
12:00 杜若 - 愛産大三河Ｂ 豊田東

10:00 豊野 - 西尾東 岡崎城西Ｃ

12:00 安城 - 岡崎城西Ｃ 豊野

日程 会場 時間 審判

10:00 岡崎 - 愛教大附属 岡崎北

12:00 岡崎北 - 知立 岡崎
10:00 岡崎東 - 愛産大三河Ｂ 西尾東
12:00 碧南工業Ｂ - 西尾東 愛産大三河Ｂ
10:00 碧南 - 豊田東 豊田
12:00 豊田 - 岡崎西 豊田東
10:00 刈谷工業Ｂ - 幸田 安城
12:00 安城 - 西尾Ｂ 刈谷工業Ｂ
10:00 豊野 - 安城南 科技高豊田

12:00 科技高豊田 - 南山国際 安城南

13:00 刈谷北Ｂ - 杜若 安城学園

15:00 豊田工業 - 安城学園 杜若

第８節

対戦

9/27
（土）

愛教大附

岡崎東

碧南

幸田

豊野

9/28
（日）

刈谷北

南山国際

安城南

9/21
（日）

松平

安城東

西尾

西尾東

9/7
（日）

安城東

第７節

対戦

9/20
（土）

愛教大附

第６節

対戦

9/6
（土）

松平

豊田

南山国際

豊田工業

刈谷北

愛教大附

対戦

7/5
（土）

松平

岡崎西

西尾

碧南

刈谷北

7/6
（日）

一色

第５節



日程 会場 時間 審判

10:00 岡崎 - 杜若 碧南工業Ｂ

12:00 碧南工業Ｂ - 知立 杜若
10:00 豊田 - 愛産大三河Ｂ 西尾東
12:00 刈谷工業Ｂ - 西尾東 愛産大三河Ｂ
10:00 豊田北 - 愛教大附属 豊野
12:00 豊野 - 鶴城丘 豊田北
14:00 碧南 - 岡崎城西Ｃ 鶴城丘
10:00 松平 - 岡崎西 科技高豊田

12:00 安城 科技高豊田 松平

日程 会場 時間 審判

9:30 岡崎西 - 愛産大三河Ｂ 知立

11:30 知立 - 安城東 岡崎西

10:00 岡崎北 - 安城南 安城学園

12:00 安城学園 - 南山国際 岡崎北
10:00 高浜 - 岡崎城西Ｃ 刈谷工業Ｂ

12:00 岡崎工業 - 刈谷工業Ｂ 岡崎城西Ｃ

10:00 科技高豊田 - 碧南 杜若

12:00 杜若 - 豊田 碧南

10:00 知立 - 豊野 高浜

12:00 高浜 - 一色 知立

10:00 岡崎工業 - 幸田 豊田工業

12:00 豊田工業 - 豊田東 岡崎工業
10:00 岡崎城西Ｃ - 西尾Ｂ 豊田
12:00 豊田北 - 豊田 岡崎城西Ｃ
10:00 岡崎東 - 刈谷北Ｂ 安城学園

12:00 安城学園 - 安城 岡崎西

14:00 杜若 - 岡崎西 安城

10:00 岡崎西 - 岡崎 安城

12:00 安城 - 一色 岡崎

14:00 岡崎北 - 豊野 一色

10:00 南山国際 - 豊田東 刈谷工業Ｂ

12:00 鶴城丘 - 刈谷工業Ｂ 豊田東

10:00 岡崎工業 - 安城東 岡崎城西Ｃ

12:00 豊田工業 - 岡崎城西Ｃ 岡崎工業
10:00 科技高豊田 - 高浜 碧南工業Ｂ

12:00 安城南 - 碧南工業Ｂ 科技高豊田

10:00 岡崎東 - 岡崎西 刈谷工業Ｂ
12:00 岡崎北 - 刈谷工業Ｂ 岡崎西
10:00 安城 - 南山国際 知立
12:00 知立 - 岡崎工業 安城
10:00 豊田工業 - 高浜 幸田

12:00 豊野 - 幸田 高浜
10:00 松平 - 豊田北 鶴城丘
12:00 鶴城丘 - 西尾東 豊田北

14:00 豊田東 - 一色 西尾東
10:00 碧南 - 西尾Ｂ 碧南工業Ｂ
12:00 碧南工業Ｂ - 安城東 安城学園

14:00 安城学園 科技高豊田 安城東

10/11
（土）

西尾

9/13
（土）

岡崎東

南山国際

豊田工業

9/14
（日）

松平

豊野

幸田

西尾

岡崎東

8/30
（土）

岡崎西

南山国際

安城東

高浜

予備日

対戦

5/6
（祝・火）

愛産大
三河

安城南

高浜

6/29
（日）

碧南

7/12
（土）

第９節

対戦

10/4
（土）

岡崎

豊田

愛教大附

岡崎西


