
2019年度　名古屋地区リーグ日程表② 2019/3/20～4/4改訂

K.O(キックオフ)時刻：①9:30 ②11:30 ③13:30 ④15:30 A10:00 B12:00 C14:00 D16:00

日程 会場 K.O時刻コード 対戦 審判
③ 市立北 vs 天白 桜台

④ 桜台 vs 守山 天白

① 明和 vs 鳴海 至学館2nd

② 同朋Ⅲ vs 至学館2nd 明和

① 旭丘 vs 市立工業 名古屋大谷

② 名古屋大谷 vs 享栄２nd 旭丘

10:00 東海 vs 愛知総合工科 名古屋国際

12:00 名経大高蔵３rd vs 名古屋国際 東海

① 名古屋工業 vs 南山 向陽

② 向陽 vs 同朋Ⅱ 南山

14:15 名古屋C vs 中村 Ｃ．Ｃ．デソーニョ

16:15 名古屋D vs Ｃ．Ｃ．デソーニョ 中村

① 名東２nd vs 惟信 山田

② 名古屋南 vs 山田 惟信

① 松蔭B vs 名城大附 大同大大同Ｄ

② 松蔭C vs 大同大大同Ｄ 名城大附

① 緑 vs 昭和 名古屋西

② 南陽 vs 名古屋西 昭和

③ 愛知B vs 菊華B 名南工業

④ 菊里B vs 名南工業 愛知B

① 名経大高蔵２nd vs 愛工大名電C 富田

② 愛工大名電D vs 富田 名経大高蔵２nd

① 熱田３rd vs 名経大市邨 瑞陵

② 瑞陵 vs 大同大大同C 名経大市邨

日程 会場 K.O時刻コード 対戦 審判
13:00 大同大大同C vs 鳴海 名経大高蔵３rd

15:00 名経大高蔵３rd vs 守山 大同大大同C

③ 中村 vs 同朋Ⅱ 名古屋大谷

④ 名古屋大谷 vs 愛工大名電D 同朋Ⅱ

③ 惟信 vs 愛工大名電C 南山

④ 同朋Ⅲ vs 南山 愛工大名電C

① 桜台 vs 名古屋工業 向陽

② 向陽 vs 名経大高蔵２nd 桜台

③ 名古屋国際 vs 富田 名城大附

④ 名東２nd vs 名城大附 名古屋国際

① 松蔭B vs 愛知B 名南工業

② 松蔭C vs 名南工業 愛知B

16:50 瑞陵 vs 天白 至学館2nd

18:45 至学館2nd vs 享栄２nd 瑞陵

① 市立北 vs 緑 山田

② 大同大大同Ｄ vs 山田 市立北

14:15 名古屋C vs 菊華B 市邨

16:15 名古屋D vs 名経大市邨 菊華Ｂ

10:00 愛知総合工科 vs 市立工業 南陽

12:00 名古屋南 vs 南陽 市立工業

① 熱田３rd vs 菊里B 東海

② 東海 vs 昭和 菊里B

① Ｃ．Ｃ．デソーニョ vs 名古屋西 明和

② 旭丘 vs 明和 Ｃ．Ｃ．デソーニョ

市立北

名古屋西

惟信

松蔭

緑

鳴海

名古屋工業
永和台グラウンド

愛知総合工科

第
2
節

鳴海

4/13
(土)

愛知総合工科

松蔭

緑

キクタケスポー
ツヒルズ

名古屋

熱田

市立工業

熱田

名古屋工業
永和台グラウンド

富田

中村

4/6
(土)

第
1
節 名東

愛工大名電

テラスポイースト

4/14
(日)

4/7
(日)

名古屋



K.O(キックオフ)時刻：①9:30 ②11:30 ③13:30 ④15:30 A10:00 B12:00 C14:00 D16:00

日程 会場 K.O時刻コード 対戦 審判
③ 市立北 vs 鳴海 名古屋国際

④ 名古屋国際 vs 守山 鳴海

14:45 名経大高蔵２nd vs 愛知B 至学館2nd

16:45 名経大高蔵３rd vs 至学館2nd 愛知B

① 東海 vs 市立工業 享栄２nd

② 同朋Ⅲ vs 享栄２nd 東海

③ 名東２nd vs 中村 南山

④ 名古屋大谷 vs 南山 名東２nd

③ 惟信 vs 名城大附 愛工大名電D

④ 愛工大名電D vs 名古屋工業 名城大附

③ 桜台 vs 富田 昭和

④ 旭丘 vs 昭和 桜台

① 松蔭B vs 愛工大名電C 山田

② 松蔭C vs 山田 愛工大名電C

① 明和 vs 緑 Ｃ．Ｃ．デソーニョ

② Ｃ．Ｃ．デソーニョ vs 名経大市邨 明和

③ 向陽 vs 菊華B 菊里B

④ 南陽 vs 菊里B 向陽

③ 大同大大同C vs 天白 名古屋D

④ 名古屋D vs 大同大大同Ｄ 天白

③ 名古屋南 vs 名南工業 同朋Ⅱ

④ 名古屋C vs 同朋Ⅱ 名南工業

① 熱田３rd vs 名古屋西 瑞陵

② 瑞陵 vs 愛知総合工科 熱田３rd

日程 会場 K.O時刻コード 対戦 審判
12:45 名古屋C vs 名経大高蔵２nd 享栄２nd

14:45 名経大高蔵３rd vs 享栄２nd 名古屋C

① 松蔭C vs 南陽 愛知B

② 惟信 vs 愛知B 松蔭C

① 名古屋国際 vs 名古屋工業 向陽

② 松蔭B vs 向陽 名古屋国際

① Ｃ．Ｃ．デソーニョ vs 菊里B 瑞陵

② 瑞陵 vs 市立工業 Ｃ．Ｃ．デソーニョ

③ 名古屋D vs 山田 菊華B

④ 中村 vs 菊華B 山田

① 名東２nd vs 同朋Ⅱ 守山

② 守山 vs 富田 同朋Ⅱ

① 名城大附 vs 愛工大名電C 同朋Ⅲ

② 同朋Ⅲ vs 愛工大名電D 名城大附

10:00 愛知総合工科 vs 昭和 南山

12:00 至学館2nd vs 南山 昭和

③ 熱田３rd vs 名古屋南 明和

④ 東海 vs 明和 熱田３rd

③ 大同大大同C vs 緑 名南工業

④ 大同大大同Ｄ vs 名南工業 緑

③ 市立北 vs 旭丘 桜台

④ 桜台 vs 名古屋大谷 旭丘

③ 天白 vs 鳴海 名経大市邨

④ 名経大市邨 vs 名古屋西 鳴海

テラスポ鶴舞

惟信

大同大大同 

富田

キクタケス
ポーツヒルズ

名古屋南

名古屋西

天白

市立工業

中村

第
3
節

緑

松蔭

7/6
(土) 市立北

大同大大同

市立北

テラスポイースト

名東

南陽

6/16
(日)

名古屋工業
永和台グラウンド

6/29
(土)

愛工大名電

愛知総合工科

菊里

6/30
(日)

名古屋

7/7
(日)

第
4
節

6/15
(土)

名古屋南



K.O(キックオフ)時刻：①9:30 ②11:30 ③13:30 ④15:30 A10:00 B12:00 C14:00 D16:00

日程 会場 K.O時刻コード 対戦 審判
12:45 菊華B vs 名経大高蔵２nd 名古屋工業

14:45 名経大高蔵３rd vs 名古屋工業 菊華B

③ 市立工業 vs 市立北 享栄２nd

④ 享栄２nd vs 桜台 市立工業

③ 中村 vs 惟信 山田

④ 山田 vs 熱田３rd 中村

③ 名南工業 vs 南陽 昭和

④ 昭和 vs 明和 名南工業

③ 名城大附 名古屋C 菊里B

④ 名古屋D 菊里B 名城大附

14:00 瑞陵 vs 緑 守山

16:00 守山 vs 同朋Ⅲ 瑞陵

① 名東２nd vs 愛知B 名古屋西

② 名古屋西 vs 名古屋南 愛知B

① 同朋Ⅱ vs 松蔭B 名経大市邨

② 名経大市邨 vs 松蔭C 同朋Ⅱ

① 愛工大名電C vs 向陽 南山

② 南山 vs 愛工大名電D 向陽

① 鳴海 vs 旭丘 名古屋国際

② 至学館2nd vs 名古屋国際 旭丘

① 富田 vs 名古屋大谷 東海

② 天白 vs 東海 名古屋大谷

③ 愛知総合工科 vs 大同大大同C Ｃ．Ｃ．デソーニョ

④ 大同大大同Ｄ vs Ｃ．Ｃ．デソーニョ 愛知総合工科

日程 会場 K.O時刻コード 対戦 審判
12:45 中村 vs 名経大高蔵２nd 富田

14:45 名経大高蔵３rd vs 富田 中村

③ 東海 vs 市立北 南山

④ 享栄２nd vs 南山 東海

③ 大同大大同Ｄ vs 南陽 愛知B

④ 名城大附 vs 愛知B 大同大大同Ｄ

① 守山 vs 名古屋工業 松蔭B

② 名古屋C vs 松蔭B 守山

10:00 愛知総合工科 vs 明和 名古屋大谷

12:00 名古屋国際 vs 名古屋大谷 明和

① 名東２nd vs 愛工大名電C 同朋Ⅲ

② 同朋Ⅲ vs 桜台 愛工大名電C

③ 同朋Ⅱ vs 菊華B 至学館2nd

④ 至学館2nd vs 愛工大名電D 同朋Ⅱ

① 天白 vs 緑 山田

② 山田 vs 名南工業 緑

① 松蔭C vs 熱田３rd 瑞陵

② 瑞陵 vs 鳴海 松蔭C

③ Ｃ．Ｃ．デソーニョ vs 名古屋南 昭和

④ 市立工業 vs 昭和 Ｃ．Ｃ．デソーニョ

① 名経大市邨 vs 菊里B 向陽

② 惟信 vs 向陽 名経大市邨

① 名古屋D vs 名古屋西 旭丘

② 大同大大同C vs 旭丘 名古屋D

テラスポイースト

南陽

名古屋工業
永和台グラウンド

名東

南陽

第
5
節

テラスポイースト

愛知総合工科

天白

キクタケスポー
ツヒルズ

第
6
節

7/15
(月)

7/13
(土)

8/24
(土)

市立北

市立北

惟信

名古屋西

名古屋南

菊里

大同大大同 

7/14
(日)

松蔭

愛工大名電

熱田

名東

8/25
(日)

緑

名古屋

鳴海

富田



K.O(キックオフ)時刻：①9:30 ②11:30 ③13:30 ④15:30 A10:00 B12:00 C14:00 D16:00

日程 会場 K.O時刻コード 対戦 審判
14:00 鳴海 vs 緑 守山

16:00 守山 vs 名古屋大谷 鳴海

③ 天白 vs 旭丘 至学館2nd

④ 至学館2nd vs 桜台 旭丘

③ 惟信 vs 名古屋C 菊里B

④ 名古屋西 vs 菊里B 名古屋C

③ 山田 vs 南陽 同朋Ⅱ

④ 同朋Ⅱ vs 名経大高蔵２nd 山田

① 名東２nd vs 菊華B 名古屋D

② 名古屋D vs 名南工業 菊華B

① 中村 vs 松蔭B Ｃ．Ｃ．デソーニョ

② Ｃ．Ｃ．デソーニョ vs 松蔭C 中村

① 愛工大名電C vs 愛知B 享栄２nd

② 享栄２nd vs 愛工大名電D 愛知B

① 市立工業 vs 明和 名経大高蔵３rd

② 名経大高蔵３rd vs 南山 明和

10:00 愛知総合工科 vs 市立北 同朋Ⅲ

12:00 名古屋国際 vs 同朋Ⅲ 市立北

① 富田 vs 名古屋工業 向陽

② 名城大附 vs 向陽 名古屋工業

③ 名経大市邨 vs 名古屋南 瑞陵

④ 瑞陵 vs 昭和 名経大市邨

① 大同大大同C vs 東海 熱田３rd

② 大同大大同Ｄ vs 熱田３rd 東海

日程 会場 K.O時刻コード 対戦 審判
③ 昭和 vs 市立北 名古屋工業

④ 名古屋工業 vs 名古屋大谷 昭和

14:00 緑 vs 旭丘 南山

16:00 南山 vs 桜台 旭丘

10:00 天白 vs 愛知総合工科 享栄２nd

12:00 享栄２nd vs 名古屋国際 天白

③ 富田 vs 同朋Ⅲ 名経大高蔵２nd

④ 名東２nd vs 名経大高蔵２nd 同朋Ⅲ

③ 菊華B vs 松蔭B 名古屋西

④ 名古屋西 vs 松蔭C 菊華B

① 名南工業 vs 熱田３rd 名城大附

② 名城大附 vs 中村 名南工業

③ 市立工業 vs 大同大大同C 名経大市邨

④ 名経大市邨 vs 大同大大同Ｄ 市立工業

① 鳴海 vs 東海 守山

② 守山 vs 至学館2nd 東海

③ 同朋Ⅱ vs 惟信 山田

④ 山田 vs Ｃ．Ｃ．デソーニョ 同朋Ⅱ

③ 名古屋D vs 南陽 愛知B

④ 愛知B vs 向陽 名古屋D

① 愛工大名電C vs 名古屋C 名経大高蔵３rd

② 名経大高蔵３rd vs 愛工大名電D 名古屋C

③ 菊里B vs 名古屋南 瑞陵

④ 瑞陵 vs 明和 名古屋南

大同大大同 

松蔭

天白

名東

愛知総合工科

南陽

8/31
(土)

第
7
節

南陽

愛工大名電

菊里

松蔭

鳴海

惟信

大同大大同 

9/15
(日)

9/１4
(土)

第
8
節

惟信

緑

富田

名古屋南

9/1
(日)

愛工大名電

市立工業

緑

愛知総合工科

富田

熱田
9/8
(日)

9/7
(土)

市立北



K.O(キックオフ)時刻：①9:30 ②11:30 ③13:30 ④15:30 A10:00 B12:00 C14:00 D16:00

日程 会場 K.O時刻コード 対戦 審判
① 市立工業 vs 天白 Ｃ．Ｃ．デソーニョ

② 名南工業 vs Ｃ．Ｃ．デソーニョ 天白

③ 富田 vs 至学館2nd 愛知B

④ 愛知B vs 名古屋C 至学館2nd

① 鳴海 vs 愛知総合工科 守山

② 山田 vs 名経大市邨 愛知総合工科

③ 享栄２nd vs 守山 名経大市邨

① 明和 vs 市立北 瑞陵

② 南山 vs 名古屋国際 明和

③ 瑞陵 vs 旭丘 名古屋国際

① 名東２nd vs 向陽 名古屋大谷

② 名経大高蔵３rd vs 名古屋大谷 向陽

③ 菊華B vs 惟信 同朋Ⅲ

④ 名古屋工業 vs 同朋Ⅲ 惟信

① 愛工大名電C vs 中村 桜台

② 愛工大名電D vs 桜台 中村

① 南陽 vs 熱田３rd 東海

② 緑 vs 東海 南陽

③ 名古屋D vs 名古屋南 名城大附

④ 同朋Ⅱ vs 名城大附 名古屋D

① 名経大高蔵２nd vs 松蔭B 菊里B

② 菊里B vs 松蔭C 名経大高蔵２nd

③ 昭和 vs 大同大大同C 名古屋西

④ 名古屋西 vs 大同大大同Ｄ 昭和

日程 会場 K.O時刻コード 対戦 審判
③ 菊華B vs 名城大附 山田

④ 名古屋西 vs 山田 名城大附

③ 愛知B vs 中村 名古屋大谷

④ 名古屋大谷 vs 同朋Ⅲ 愛知B

③ 南陽 vs Ｃ．Ｃ．デソーニョ 名経大高蔵２nd

④ 名経大高蔵２nd vs 惟信 Ｃ．Ｃ．デソーニョ

① 名古屋工業 vs 至学館2nd 東海

② 旭丘 vs 東海 至学館2nd

③ 名南工業 vs 名経大市邨 昭和

④ 昭和 vs 天白 名経大市邨

14:00 緑 vs 愛知総合工科 南山

16:00 南山 vs 守山 愛知総合工科

③ 向陽 vs 名古屋C 熱田３rd

④ 名古屋D vs 熱田３rd 向陽

① 名東２nd vs 松蔭B 名古屋南

② 名古屋南 vs 松蔭C 名東２nd

① 瑞陵 vs 市立北 桜台

② 名経大高蔵３rd vs 桜台 瑞陵

① 愛工大名電C vs 同朋Ⅱ 名古屋国際

② 愛工大名電D vs 名古屋国際 同朋Ⅱ

③ 明和 vs 大同大大同C 菊里B

④ 菊里B vs 大同大大同Ｄ 明和

① 鳴海 vs 市立工業 享栄２nd

② 富田 vs 享栄２nd 市立工業

第
９
節

大同大大同 

熱田

キクタケスポー
ツヒルズ

愛工大名電

市立工業

富田

名東

緑

キクタケス
ポーツヒルズ

名古屋

9/23
(月)

9/22
(日)

鳴海

市立北

9/2１
(土)

名古屋南

第
１
０
節

大同大大同 

愛工大名電

松蔭

市立北

中村

南陽

名古屋工業
永和台グラウンド

名南工業

鳴海

9/29
(日)

9/28
(土)

松蔭



K.O(キックオフ)時刻：①9:30 ②11:30 ③13:30 ④15:30 A10:00 B12:00 C14:00 D16:00

日程 会場 K.O時刻コード 対戦 審判
13:00 昭和 vs 鳴海 山田

15:00 菊里B vs 山田 昭和

① 緑 vs 市立工業 桜台

② 桜台 vs 名古屋国際 緑

③ 向陽 vs 中村 同朋Ⅲ

④ 名経大高蔵３rd vs 同朋Ⅲ 向陽

① 南陽 vs 名経大市邨 松蔭B

② 松蔭B vs 惟信 名経大市邨

① 名古屋工業 vs 享栄２nd 名経大高蔵２nd

② 名経大高蔵２nd vs 名城大附 享栄２nd

③ 名南工業 vs 名古屋西 愛知B

④ 愛知B vs 同朋Ⅱ 名古屋西

① 南山 vs 富田 東海

② 瑞陵 vs 東海 南山

① 名東２nd vs 名古屋C 守山

② 愛工大名電D vs 守山 名古屋C

③ 菊華B vs 愛工大名電C 松蔭C

④ 名古屋D vs 松蔭C 愛工大名電C

③ 明和 vs 天白 名古屋大谷

④ 名古屋大谷 vs 至学館2nd 明和

③ 市立北 vs 大同大大同C 名古屋南

④ 名古屋南 vs 大同大大同Ｄ 市立北

① 熱田３rd vs Ｃ．Ｃ．デソーニョ 旭丘

② 旭丘 vs 愛知総合工科 Ｃ．Ｃ．デソーニョ

10/6
(日)

第
１
１
節

鳴海

中村

南陽

市立工業

名南工業

富田

10/5
(土)

名古屋工業
永和台グラウンド

名東

キクタケスポー
ツヒルズ

天白

大同大大同 

熱田


