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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 B 201 愛知朝鮮 vs 日本福祉大学付属 愛知 15:00 A 106 愛知 vs グランパスＢ 御津

12:00 A 101 愛知 vs 東邦３ｒｄ 愛知朝鮮 17:00 B 206 愛知朝鮮 vs 御津 愛知

vs vs

15:00 A 102 愛産大三河 vs グランパスＢ 豊田南 10:00 B 207 日本福祉大学付属 vs 大府東 知多翔洋

17:00 B 202 豊田南 vs 御津 愛産大三河 12:00 A 110 菊里 vs 知多翔洋 大府東

vs vs

14:00 A 103 誉 vs 中部大春日丘 千種 10:00 B 208 豊田南 vs 刈谷工業 熱田

16:00 B 203 千種 vs 大府東 誉 12:00 A 108 愛産大三河 vs 熱田２ｎｄ 刈谷工業

vs vs

9:00 B 204 刈谷Ｂ vs 刈谷工業 菊里 13:00 A 109 一宮北 vs 中部大春日丘 岡崎城西

11:00 A 104 菊里 vs 熱田２ｎｄ 刈谷工業 15:00 B 209 千種 vs 岡崎城西Ｂ 一宮北

vs vs

10:00 B 205 菊華 vs 岡崎城西Ｂ 一宮北 10:00 A 107 誉 vs 東邦３ｒｄ 菊華

12:00 A 105 一宮北 vs 知多翔洋 菊華 12:00 B 210 刈谷Ｂ vs 菊華 東邦

vs 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

10:00 B 211 大府東 vs 愛知朝鮮 誉 13:00 B 216 愛知朝鮮 vs 刈谷工業 熱田

12:00 A 111 誉 vs 愛知 愛知朝鮮 15:00 A 116 愛知 vs 熱田２ｎｄ 愛知朝鮮

vs vs

15:00 A 112 グランパスＢ vs 熱田２ｎｄ 御津 10:00 A 117 誉 vs 一宮北 岡崎城西

17:00 B 212 御津 vs 刈谷工業 熱田 12:00 B 217 大府東 vs 岡崎城西Ｂ 一宮北

vs vs

10:00 B 213 日本福祉大学付属 vs 岡崎城西Ｂ 一宮北 15:00 A 118 グランパスＢ vs 知多翔洋 菊華

12:00 A 113 一宮北 vs 東邦３ｒｄ 岡崎城西 17:00 B 218 御津 vs 菊華 知多翔洋

vs vs

10:00 A 114 知多翔洋 vs 愛産大三河 豊田南 10:00 B 219 日本福祉大学付属 vs 刈谷Ｂ 菊里

12:00 B 214 豊田南 vs 菊華 知多翔洋 12:00 A 119 東邦３ｒｄ vs 菊里 刈谷

vs vs

10:00 B 215 千種 vs 刈谷Ｂ 春日丘 10:00 A 120 愛産大三河 vs 中部大春日丘 千種

12:00 A 115 中部大春日丘 vs 菊里 千種 12:00 B 220 豊田南 vs 千種 春日丘

vs 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

10:00 B 221 愛知朝鮮 vs 岡崎城西Ｂ 一宮北 12:00 B 226 愛知朝鮮 vs 菊華 知多翔洋

12:00 A 121 一宮北 vs 愛知 愛知朝鮮 14:00 A 126 愛知 vs 知多翔洋 愛知朝鮮

vs vs

12:00 B 222 菊華 vs 刈谷工業 知多翔洋 10:00 B 227 刈谷Ｂ vs 岡崎城西Ｂ 菊里

14:00 A 122 知多翔洋 vs 熱田２ｎｄ 刈谷工 12:00 A 127 一宮北 vs 菊里 刈谷

vs vs

10:00 B 223 大府東 vs 刈谷Ｂ 誉 10:00 A 128 熱田２ｎｄ vs 中部大春日丘 刈谷工

12:00 A 123 誉 vs 菊里 大府東 12:00 B 228 千種 vs 刈谷工業 春日丘

vs vs

15:00 A 124 グランパスＢ vs 中部大春日丘 千種 10:00 B 229 豊田南 vs 大府東 愛産大三河

17:00 B 224 千種 vs 御津 春日丘 12:00 A 129 誉 vs 愛産大三河 豊田南

vs vs

10:00 B 225 豊田南 vs 日本福祉大学付属 東邦 15:00 A 130 グランパスＢ vs 東邦３ｒｄ 日本福祉大

12:00 A 125 東邦３ｒｄ vs 愛産大三河 豊田南 17:00 B 230 御津 vs 日本福祉大学付属 東邦

vs 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

10:00 A 131 菊里 vs 愛知 刈谷 10:00 A 136 愛知 vs 中部大春日丘 愛知朝鮮

12:00 B 231 刈谷Ｂ vs 愛知朝鮮 菊里 12:00 B 236 千種 vs 愛知朝鮮 春日丘

vs vs

12:00 B 232 千種 vs 菊華 知多翔洋 10:00 A 137 菊里 vs 愛産大三河 刈谷

14:00 A 132 知多翔洋 vs 中部大春日丘 千種 12:00 B 237 豊田南 vs 刈谷Ｂ 菊里

vs vs

10:00 A 133 一宮北 vs 愛産大三河 豊田南 10:00 B 238 日本福祉大学付属 vs 菊華 東邦

12:00 B 233 豊田南 vs 岡崎城西Ｂ 一宮北 12:00 A 138 知多翔洋 vs 東邦３ｒｄ 菊華

vs vs

10:00 B 234 刈谷工業 vs 日本福祉大学付属 熱田 10:00 A 139 一宮北 vs グランパスＢ 御津

12:00 A 134 熱田２ｎｄ vs 東邦３ｒｄ 刈谷工 12:00 B 239 岡崎城西Ｂ vs 御津 グランパス

vs vs

10:00 B 235 大府東 vs 御津 誉 10:00 B 240 刈谷工業 vs 大府東 熱田

12:00 A 135 誉 vs グランパスＢ 御津 12:00 A 140 誉 vs 熱田２ｎｄ 大府東

vs vs

節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 試合番号 審判

10:00 A 141 愛知 vs 愛産大三河 愛知朝鮮

12:00 B 241 愛知朝鮮 vs 豊田南 愛知

vs

10:00 B 242 日本福祉大学付属 vs 千種 春日丘

12:00 A 142 中部大春日丘 vs 東邦３ｒｄ 千種

vs

10:00 B 243 刈谷Ｂ vs 御津 菊里

12:00 A 143 菊里 vs グランパスＢ 御津

vs

10:00 B 244 大府東 vs 菊華 知多翔洋

12:00 A 144 知多翔洋 vs 誉 菊華

vs

10:00 A 145 熱田２ｎｄ vs 一宮北 岡崎城西

12:00 B 245 岡崎城西Ｂ vs 刈谷工業 熱田

vs

高円宮ＪＦＡＵ-１８サッカーリーグ２０１８愛知県３部リーグ日程表（節別）
対戦 対戦

1

4/7 土 日本福祉大

2

4/14

4/7 土 春日丘 4/14 土 トヨスタ芝生広場

土 トヨタ第２

4/7 土 トヨタ第２ 4/14 土 日本福祉大

春日丘

4/8 日 岡崎城西 4/14 土 パークアリーナ

4/7 土 G刈谷 4/14 土

3

6/9 土 大府東

4

6/23 土 G刈谷

6/9 土 トヨタ第２ 6/23 土 パークアリーナ

対戦 対戦

トヨタ第２

6/9 土 愛産大三河 6/23 土 日本福祉大

6/30 土 日本福祉大 6/23 土

愛産大三河6/9 土 刈谷高 6/23 土

5

7/7 土 岡崎城西

6

9/1 土 菊華

7/7 土 菊華 9/1 土 岡崎城西

対戦 対戦

熱田

7/7 土 トヨタ第２ 9/1 土 大府東

7/7 土 刈谷高 9/1 土

トヨタ第２7/7 土 日本福祉大 9/1 土

7

9/16 日 愛知

8

9/23 日 愛知

9/15 土 菊華 9/22 土 愛産大三河

対戦 対戦

日本福祉大

9/15 土 日本福祉大 9/22 土 一宮北

9/15 土 愛産大三河 9/22 土

刈谷工9/15 土 大府東 9/22 土

対戦

9

10/6 土 愛産大三河

10/6 土 日本福祉大

10/6 土 刈谷高

10/6 土 大府東

10/6 土 一宮北


