
日程 会場 開始 リーグ チーム チーム 審判
10:00 1 津島東 一宮 杏和
12:00 ２Ａ 杏和 岩倉総合 一宮
10:00 1 犬山 清林館2nd 尾西
12:00 ２Ａ 犬山南 尾西 清林館2nd
10:00 1 一宮北Ｂ 尾北 丹羽
12:00 ２B 丹羽 誠信 尾北
10:00 ２B 一宮工業Ｂ 大成Ｂ 一宮南
12:00 1 一宮南 滝 大成B
10:00 1 津島 佐織工業 愛知黎明B
12:00 ２Ｂ 愛知黎明Ｂ 稲沢東 津島
10:00 ２B 五条 江南 木曽川
12:00 ２A 木曽川 海翔 江南
10:00 1 一宮南 一宮 誠信
12:00 ２B 一宮工業Ｂ 誠信 一宮
10:00 ２Ａ 木曽川 岩倉総合 五条
12:00 ２Ｂ 大成Ｂ 五条 岩倉総合
10:00 ２Ａ 一宮興道 海翔 津島東
12:00 1 津島東 佐織工業 海翔
10:00 ２Ｂ 丹羽 稲沢東 滝
12:00 1 犬山 滝 稲沢東
10:00 1 一宮北Ｂ 津島 愛知黎明B
12:00 ２Ｂ 江南 愛知黎明Ｂ 津島
10:00 1 清林館2nd 尾北 犬山南
12:00 ２A 犬山南 杏和 尾北
10:00 1 津島東 一宮南 大成B
12:00 ２B 愛知黎明Ｂ 大成Ｂ 津島東
10:00 ２B 江南 丹羽 滝
12:00 1 滝 尾北 丹羽
10:00 ２A 海翔 岩倉総合 一宮
12:00 1 一宮 犬山 海翔
10:00 ２A 尾西 一宮興道 佐織工業
12:00 1 一宮北B 佐織工業 一宮興道
10:00 ２B 稲沢東 誠信 犬山南
12:00 ２A 木曽川 犬山南 誠信
10:00 ２B 五条 一宮工業B 清林館2nd
12:00 1 津島 清林館2nd 一宮工業B
10:00 1 犬山 一宮南 大成B
12:00 ２B 大成Ｂ 丹羽 一宮南
10:00 ２A 犬山南 海翔 誠信
12:00 ２B 誠信 江南 海翔
10:00 ２A 岩倉総合 一宮興道 清林館2nd
12:00 1 佐織工業 清林館2nd 一宮興道
10:00 ２A 尾西 杏和 滝
12:00 1 津島 滝 杏和
10:00 1 一宮 尾北 稲沢東
12:00 ２B 一宮工業B 稲沢東 尾北
10:00 1 津島東 一宮北B 愛知黎明B
12:00 ２B 五条 愛知黎明B 一宮北B
10:00 1 津島 一宮 一宮工業B
12:00 ２B 一宮工業B 愛知黎明B 一宮
10:00 ２A 杏和 一宮興道 江南
12:00 ２B 稲沢東 江南 一宮興道
10:00 ２A 犬山南 岩倉総合 犬山
12:00 1 犬山 津島東 岩倉総合
10:00 ２A 尾西 木曽川 一宮北B
12:00 1 一宮北B 清林館2nd 木曽川
10:00 ２B 丹羽 五条 佐織工業
12:00 1 佐織工業 滝 五条
10:00 ２B 誠信 大成B 一宮南
12:00 1 一宮南 尾北 大成B
10:00 1 津島 一宮南 愛知黎明B
12:00 ２B 愛知黎明Ｂ 丹羽 一宮南
10:00 ２A 木曽川 杏和 一宮
12:00 1 一宮 佐織工業 杏和
10:00 ２A 犬山南 一宮興道 滝
12:00 1 一宮北B 滝 一宮興道
10:00 ２A 海翔 尾西 五条
12:00 ２B 五条 誠信 尾西
10:00 1 尾北 犬山 江南
12:00 ２B 一宮工業B 江南 犬山
10:00 1 清林館2nd 津島東 稲沢東
12:00 ２B 大成Ｂ 稲沢東 津島東
10:00 1 一宮南 佐織工業 大成B
12:00 ２B 江南 大成B 佐織工業
10:00 ２A 一宮興道 木曽川 一宮北B
12:00 1 一宮 一宮北B 木曽川
10:00 1 犬山 津島 五条
12:00 ２B 五条 稲沢東 津島
10:00 ２B 誠信 愛知黎明B 杏和
12:00 ２A 杏和 海翔 愛知黎明B
10:00 1 清林館2nd 滝 岩倉総合
12:00 ２A 岩倉総合 尾西 滝
10:00 1 津島東 尾北 一宮工業B
12:00 ２B 一宮工業B 丹羽 尾北

第１節
4月7日

(日)

津島東

犬山

一宮北

一宮工業

佐織工業

五条

平成31年度　西尾張地区リーグ　日程表 ※7節まで　2019.3/20　

第２節

4月13日
(土）

一宮南

木曽川

4月14日
(日)

一宮興道

丹羽

一宮北

清林館

第3節

6月15日
(土）

一宮南

江南

岩倉総合

尾西

稲沢東

6月16日
（日）

五条

第４節
6月29日

（土）

犬山

犬山南

岩倉総合

尾西

一宮

6月30日
（日）

津島東

第5節

7月6日
（土）

津島

杏和

犬山南

尾西

7月7日
（日）

丹羽

誠信

第6節

7月13日
（土）

津島

木曽川

犬山南

海翔

7月14日
（日）

尾北

清林館

第7節

8月31日
（土）

一宮南

一宮興道

犬山

9月1日
（日）

誠信

清林館

津島東



津島東 × 一宮 津島東 × 佐織工業 津島東 × 一宮南 津島東 × 一宮北Ｂ 津島東 × 犬山
津島 × 佐織工業 一宮 × 一宮南 佐織工業 × 一宮北Ｂ 一宮南 × 犬山 一宮北Ｂ × 清林館2nd

滝 × 一宮南 津島 × 一宮北Ｂ 一宮 × 犬山 佐織工業 × 清林館2nd 一宮南 × 尾北
尾北 × 一宮北Ｂ 滝 × 犬山 津島 × 清林館2nd 一宮 × 尾北 佐織工業 × 滝
清林館2nd × 犬山 尾北 × 清林館2nd 滝 × 尾北 津島 × 滝 一宮 × 津島
犬山

津島東 × 清林館2nd 津島東 × 尾北 津島東 × 滝 津島東 × 津島
犬山 × 尾北 清林館2nd × 滝 尾北 × 津島 滝 × 一宮
一宮北Ｂ × 滝 犬山 × 津島 清林館2nd × 一宮 尾北 × 佐織工業

一宮南 × 津島 一宮北Ｂ × 一宮 犬山 × 佐織工業 清林館2nd × 一宮南

佐織工業 × 一宮 一宮南 × 佐織工業 一宮北Ｂ × 一宮南 犬山 × 一宮北Ｂ

５節

６節 ７節 ８節 ９節

１節 ２節 ３節 ４節

一宮興道 × 一宮興道 × 海翔 一宮興道 × 尾西 一宮興道 × 岩倉総合 一宮興道 × 杏和
木曽川 × 海翔 × 尾西 海翔 × 岩倉総合 尾西 × 杏和 岩倉総合 × 犬山南

犬山南 × 尾西 木曽川 × 岩倉総合 × 杏和 海翔 × 犬山南 尾西 × 木曽川

杏和 × 岩倉総合 犬山南 × 杏和 木曽川 × 犬山南 × 木曽川 海翔 ×

一宮興道 × 犬山南 一宮興道 × 木曽川

杏和 × 木曽川 犬山南 ×

岩倉総合 × 杏和 × 海翔
尾西 × 海翔 岩倉総合 × 尾西

一宮工業Ｂ × 大成Ｂ 一宮工業Ｂ × 誠信 一宮工業Ｂ × 五条 一宮工業Ｂ × 稲沢東 一宮工業Ｂ × 愛知黎明Ｂ

丹羽 × 誠信 大成Ｂ × 五条 誠信 × 稲沢東 五条 × 愛知黎明Ｂ 稲沢東 × 江南
江南 × 五条 丹羽 × 稲沢東 大成Ｂ × 愛知黎明Ｂ 誠信 × 江南 五条 × 丹羽
愛知黎明Ｂ × 稲沢東 江南 × 愛知黎明Ｂ 丹羽 × 江南 大成Ｂ × 丹羽 誠信 × 大成Ｂ

一宮工業Ｂ × 江南 一宮工業Ｂ × 丹羽
愛知黎明Ｂ × 丹羽 愛知黎明Ｂ × 誠信
五条 × 誠信 五条 × 稲沢東

大成Ｂ × 稲沢東 江南 × 大成Ｂ

３節 ４節

６節 ７節

５節

１節 ２節 ３節 ４節 ５節
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