
節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 試合番号 審判 節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 試合番号 審判

10:00 A A11 愛工大名電Ｂ vs 一宮西 一宮工業 10:00 B B21 愛知ＦＣ2nd vs 御津 大成

12:00 B B11 一宮工業 vs 愛知ＦＣ2nd 愛工大名電B 12:00 A A22 愛工大名電Ｂ vs 大成 愛知FC2nd

vs

12:00 B B12 名東2nd vs 常滑 横須賀 16:00 A A22 グランパスＢ vs 一宮西 東海

14:00 A A12 横須賀 vs 大成 常滑 18:30 B B23 名東2nd vs 東海 一宮西

vs

16:00 A A13 グランパスＢ vs 瑞陵 半田工業 10:00 A A23 横須賀 vs 阿久比 豊川B

18:00 B B13 半田工業 vs 御津 瑞陵 12:00 B B24 半田工業 vs 豊川Ｂ 横須賀

vs vs

10:00 A A14 日本福祉大学付属 vs 阿久比 東邦3rd 9:00 A A24 刈谷北 vs 瑞陵 向陽

12:00 B B14 東邦3rd vs 東海 阿久比 10:45 B B25 東邦3rd vs 向陽 瑞陵

vs vs

9:30 A A15 刈谷北 vs 高蔵寺 向陽 10:00 A A25 日本福祉大学付属 vs 高蔵寺 一宮工業

11:15 B B15 向陽 vs 豊川Ｂ 高蔵寺 12:00 B B21 一宮工業 vs 常滑 高蔵寺

vs

節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 試合番号 審判 節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 試合番号 審判

14:00 A A31 グランパスＢ vs 愛工大名電Ｂ 豊川B 10:00 A A41 愛工大名電Ｂ vs 阿久比 愛知FC2nd

16:00 B B33 愛知ＦＣ2nd vs 豊川Ｂ グランパスB 12:00 B B44 愛知ＦＣ2nd vs 東邦3rd 愛工大名電B

vs vs

10:00 A A32 大成 vs 阿久比 向陽 13:00 A A42 グランパスＢ vs 刈谷北 名東2nd

12:00 B B34 名東2nd vs 向陽 大成 15:00 B B45 名東2nd vs 半田工業 グランパスB

vs vs

10:00 A A33 刈谷北 vs 一宮西 半田工業 10:00 A A43 大成 vs 高蔵寺 東海

12:00 B B35 半田工業 vs 東邦3rd 刈谷北 12:00 B B41 一宮工業 vs 東海 大成

vs vs

10:00 A A34 高蔵寺 vs 横須賀 御津 10:00 A A44 一宮西 vs 日本福祉大学付属 御津

12:00 B B31 御津 vs 一宮工業 高蔵寺 12:00 B B42 御津 vs 豊川Ｂ 一宮西

vs

10:00 A A35 瑞陵 vs 日本福祉大学付属 東海 10:00 A A45 横須賀 vs 瑞陵 向陽

12:00 B B32 常滑 vs 東海 瑞陵 12:00 B B43 常滑 vs 向陽 瑞陵

vs

節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 試合番号 審判 節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 試合番号 審判

13:15 A A51 刈谷北 vs 愛工大名電Ｂ 愛知FC2nd 14:00 A A61 愛工大名電Ｂ vs 高蔵寺 一宮工業

15:00 B B55 名東2nd vs 愛知ＦＣ2nd 愛工大名電B 16:00 B B61 一宮工業 vs 向陽 高蔵寺

vs vs

10:00 B B52 一宮工業 vs 豊川Ｂ 阿久比 10:00 A A62 刈谷北 vs 日本福祉大学付属 常滑

12:00 A A51 高蔵寺 vs 阿久比 一宮工業 12:00 B B65 常滑 vs 愛知ＦＣ2nd 刈谷北

vs

10:00 A A53 グランパスＢ vs 日本福祉大学付属 東海 10:00 B B62 東邦3rd vs 豊川Ｂ 瑞陵

12:00 B B52 向陽 vs 東海 グランパスB 12:00 A A63 阿久比 vs 瑞陵 東邦3rd

vs

10:00 B B54 御津 vs 東邦3rd 大成 10:00 B B64 名東2nd vs 御津 横須賀

12:00 A A53 大成 vs 瑞陵 東邦3rd 12:00 A A64 グランパスＢ vs 横須賀 名東2nd

10:00 B B55 半田工業 vs 常滑 一宮西 10:00 B B63 半田工業 vs 東海 一宮西

12:00 A A54 一宮西 vs 横須賀 半田工業 12:00 A A65 大成 vs 一宮西 東海

節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 試合番号 審判 節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 試合番号 審判

10:00 A A71 日本福祉大学付属 vs 愛工大名電Ｂ 向陽 10:00 B A81 半田工業 vs 一宮工業 瑞陵

12:00 B B72 半田工業 vs 向陽 愛工大名電B 12:00 A B81 愛工大名電Ｂ vs 瑞陵 半田工業

vs

10:00 B A72 名東2nd vs 豊川Ｂ 高蔵寺 12:00 B A82 名東2nd vs 東邦3rd 高蔵寺

12:00 A B73 高蔵寺 vs 瑞陵 名東2nd 14:00 A B82 高蔵寺 vs 一宮西 東邦3rd

10:00 A A73 刈谷北 vs 横須賀 愛知FC2nd 10:00 A A83 日本福祉大学付属 vs 横須賀 愛知FC2nd

12:00 B B74 東海 vs 愛知ＦＣ2nd 刈谷北 12:00 B B83 愛知ＦＣ2nd vs 向陽 横須賀

vs vs

10:00 A A74 阿久比 vs 一宮西 東邦3rd 10:00 B A84 豊川Ｂ vs 常滑 大成

12:00 B B71 東邦3rd vs 一宮工業 一宮西 12:00 A B84 刈谷北 vs 大成 常滑

vs

10:00 B B75 御津 vs 常滑 大成 10:00 A A85 グランパスＢ vs 阿久比 東海

12:00 A A75 グランパスＢ vs 大成 常滑 12:00 B B85 東海 vs 御津 グランパスB

節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 試合番号 審判

10:00 A A91 愛工大名電Ｂ vs 横須賀 向陽

12:00 B B94 御津 vs 向陽 愛工大名電B

vs

10:00 A A92 瑞陵 vs 一宮西 東邦3rd

12:00 B B93 東邦3rd vs 常滑 瑞陵

10:00 A A93 日本福祉大学付属 vs 大成 東海

12:00 B B95 豊川Ｂ vs 東海 大成

vs

10:00 A A95 阿久比 vs 刈谷北 名東2nd

12:00 B B91 一宮工業 vs 名東2nd 阿久比

vs

10:00 A A94 高蔵寺 vs グランパスＢ 愛知FC2nd

12:00 B B92 愛知ＦＣ2nd vs 半田工業 グランパスB

vs

10/7 土 半田工業

10/7 土 日福

10/7 土 一宮工業

対戦

9

10/7 土 横須賀

10/7 土 常滑

9/16 土 御津 9/23 土

日福

豊川

阿久比

9/16 土 阿久比 9/24 日

9/16 土 横須賀 8/26 土

一宮工業

9/17 日 豊川 9/24 日 名東

対戦 対戦

7

9/16 土 日福

8

9/23 土

7/9 日 常滑 9/2 土

豊川

御津

半田工業

7/8 土 御津 9/2 土

7/8 土 日福 9/3 日

名電神領G

7/9 日 豊川 9/2 土 日福

対戦 対戦

5

7/8 土 刈総

6

9/2 土

6/10 土 日福 6/24 土

高蔵寺

日福

横須賀

6/10 土 横須賀 6/24 土

6/11 日 一宮西 6/24 土

阿久比

6/10 土 阿久比 6/24 土 刈総(人工)

対戦 対戦

3

6/10 土 名電神領G

4

6/24 土

刈ウェーブ

4/8 土 刈総(人工) 4/15 土 日福

4/8 土 日福 4/16 日

4/8 土 トヨタSC 4/15 土 阿久比

土 御津

4/9 日 名東 4/15 土 トヨタSC
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対戦 対戦
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4/9 日 一宮西
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4/15


