
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 1部
12:00 ２Ａ 杏和 岩倉総合 一宮 １部 ２A ２B 編成順位 学校名
10:00 1 犬山 清林館2nd 尾西 津島東 3 一宮興道 4 一宮工業B 4 1位 津島東
12:00 ２Ａ 犬山南 尾西 清林館2nd 津島 2 木曽川 3 丹羽 4 2位 津島
10:00 1 一宮北Ｂ 尾北 丹羽 滝 7 犬山南 2 江南 4 3位 滝
12:00 ２B 丹羽 誠信 尾北 尾北 6 杏和 4 愛知黎明B 7 4位 尾北
10:00 ２B 一宮工業Ｂ 大成Ｂ 一宮南 清林館２nd 5 岩倉総合 4 稲沢東 5 5位 清林館2nd
12:00 1 一宮南 滝 大成B 犬山 3 尾西 3 五条 5 6位 犬山
10:00 1 津島 佐織工業 愛知黎明B 一宮北Ｂ 5 海翔 3 誠信 3 7位 一宮北Ｂ
12:00 ２Ｂ 愛知黎明Ｂ 稲沢東 津島 一宮南 4 大成Ｂ 7 8位 一宮南
10:00 ２B 五条 江南 木曽川 佐織工業 4 9位 佐織工業
12:00 ２A 木曽川 海翔 江南 一宮 6 10位 一宮
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 2部A
10:00 ２Ａ 一宮興道 海翔 津島東 １部 ２A ２B 編成順位 学校名
12:00 1 津島東 佐織工業 海翔 津島東 4 一宮興道 3 一宮工業B 2 1位 一宮興道
10:00 ２Ｂ 丹羽 稲沢東 滝 津島 4 木曽川 4 丹羽 2 2位 木曽川
12:00 1 犬山 滝 稲沢東 滝 0 犬山南 4 江南 2 3位 犬山南
10:00 1 一宮北Ｂ 津島 愛知黎明B 尾北 0 杏和 1 愛知黎明B 0 4位 杏和
12:00 ２Ｂ 江南 愛知黎明Ｂ 津島 清林館2nd 2 岩倉総合 2 稲沢東 2 5位 岩倉総合
10:00 1 清林館2nd 尾北 犬山南 犬山 4 尾西 4 五条 2 6位 尾西
12:00 ２A 犬山南 杏和 尾北 一宮北B 2 海翔 2 誠信 2 7位 海翔
10:00 1 津島東 一宮南 大成B 一宮南 3 大成B 0

12:00 ２B 愛知黎明Ｂ 大成Ｂ 津島東 佐織工業 2 2部Ｂ
10:00 ２B 江南 丹羽 滝 一宮 1 編成順位 学校名
12:00 1 滝 尾北 丹羽 1位 一宮工業Ｂ

10:00 ２A 海翔 岩倉総合 一宮 2位 丹羽
12:00 1 一宮 犬山 海翔 3位 江南
10:00 ２A 尾西 一宮興道 佐織工業 4位 愛知黎明Ｂ

12:00 1 一宮北B 佐織工業 一宮興道 5位 稲沢東
10:00 ２B 稲沢東 誠信 犬山南 １部 ２A ２B 6位 五条
12:00 ２A 木曽川 犬山南 誠信 津島東 7 一宮興道 7 一宮工業Ｂ 6 7位 誠信
10:00 ２B 五条 一宮工業B 清林館2nd 津島 6 木曽川 7 丹羽 6 8位 大成Ｂ
12:00 1 津島 清林館2nd 一宮工業B 滝 7 犬山南 6 江南 6

10:00 1 犬山 一宮南 大成B 尾北 6 杏和 5 愛知黎明Ｂ 7

12:00 ２B 大成Ｂ 丹羽 一宮南 清林館2nd 7 岩倉総合 6 稲沢東 7

10:00 ２A 犬山南 海翔 誠信 犬山 7 尾西 7 五条 7

12:00 ２B 誠信 江南 海翔 一宮北B 7 海翔 5 誠信 5

10:00 ２A 岩倉総合 一宮興道 清林館2nd 一宮南 7 大成Ｂ 7

12:00 1 佐織工業 清林館2nd 一宮興道 佐織工業 6

10:00 ２A 尾西 杏和 滝 一宮 7

12:00 1 津島 滝 杏和

10:00 1 一宮 尾北 稲沢東 ※トータル　が１チーム５～７になるように割り振ると良い。

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

10:00 1 津島 一宮 一宮工業B 12:00

12:00 ２B 一宮工業B 愛知黎明B 一宮 10:00

10:00 ２A 杏和 一宮興道 江南 12:00

12:00 ２B 稲沢東 江南 一宮興道 10:00

10:00 ２A 犬山南 岩倉総合 犬山 12:00

12:00 1 犬山 津島東 岩倉総合 10:00

10:00 ２A 尾西 木曽川 一宮北B 12:00

12:00 1 一宮北B 清林館2nd 木曽川 10:00

10:00 ２B 丹羽 五条 佐織工業 12:00

12:00 1 佐織工業 滝 五条 10:00

10:00 ２B 誠信 大成B 一宮南 12:00

12:00 1 一宮南 尾北 大成B 10:00

10:00 1 津島 一宮南 愛知黎明B 12:00

12:00 ２B 愛知黎明Ｂ 丹羽 一宮南 10:00

10:00 ２A 木曽川 杏和 一宮 12:00

12:00 1 一宮 佐織工業 杏和 10:00

10:00 ２A 犬山南 一宮興道 滝 12:00

12:00 1 一宮北B 滝 一宮興道 10:00

10:00 ２A 海翔 尾西 五条 12:00

12:00 ２B 五条 誠信 尾西 10:00

10:00 1 尾北 犬山 一宮工業B 12:00

12:00 ２B 一宮工業B 江南 犬山 10:00

10:00 1 清林館2nd 津島東 稲沢東 12:00

12:00 ２B 大成Ｂ 稲沢東 清林館2nd 10:00

10:00 1 一宮南 佐織工業 大成B 12:00

12:00 ２B 江南 大成B 佐織工業 10:00

10:00 ２A 一宮興道 木曽川 一宮北B 12:00

12:00 1 一宮 一宮北B 木曽川 10:00

10:00 ２B 稲沢東 五条 犬山 12:00

12:00 1 犬山 津島 五条 10:00

10:00 ２B 誠信 愛知黎明B 杏和 12:00

12:00 ２A 杏和 海翔 愛知黎明B 10:00

10:00 1 清林館2nd 滝 岩倉総合 12:00

12:00 ２A 岩倉総合 尾西 滝 10:00

10:00 1 津島東 尾北 一宮工業B 12:00

12:00 ２B 一宮工業B 丹羽 尾北 10:00

10:00 1 津島 尾北 愛知黎明B 12:00

12:00 2③ 愛知黎明Ｂ 岩倉総合 尾北 10:00

10:00 1 犬山 佐織工業 丹羽 12:00

12:00 2① 丹羽 犬山南 佐織工業 10:00

10:00 2② 木曽川 稲沢東 一宮北B 12:00

12:00 1 一宮南 一宮北B 稲沢東 10:00

10:00 2④ 海翔 五条 滝 12:00

12:00 1 津島東 滝 五条 10:00

10:00 2② 江南 一宮興道 一宮 12:00

12:00 1 清林館2nd 一宮 江南 10:00

10:00 2③ 一宮工業 尾西 大成B 12:00

12:00 2① 大成Ｂ 杏和 尾西 10:00

10:00 1 津島 津島東 岩倉総合 12:00

12:00 2③ 一宮工業B 岩倉総合 津島東 10:00

10:00 1 犬山 一宮北B 稲沢東 12:00

12:00 2② 稲沢東 一宮興道 一宮北B 10:00

10:00 1 佐織工業 尾北 丹羽 12:00

12:00 2① 丹羽 杏和 尾北 10:00

10:00 1 一宮南 清林館2nd 江南 12:00

12:00 2② 木曽川 江南 清林館2nd 10:00

10:00 1 一宮 滝 愛知黎明B 12:00

12:00 2③ 愛知黎明B 尾西 滝 10:00

10:00 2④ 誠信 海翔 大成B 12:00

12:00 2① 犬山南 大成B 誠信 ※

※８～9節に関しては未定。2部リーグ所属のチームが多くグラウンドを提供できる場合、2部リーグ所属校のグラウンドを使うと、審判割、グラウンド提供数のバランスが良くなる。
※現在、８，９節の表に入れてあるのは、現段階で会場提供してくれる１部リーグの会場を使用した場合に考えられる会場編成と審判編成です。2部の組み合わせによっては大きく変更する可能性があります。
※9節は各会場10：00からの試合を1部リーグ最終節として設定したいと思います。
※8，9節の日程について
最終節　犬山南会場は同時刻に他会場の結果の影響を受けない誠信ｖｓ海翔を1試合目に行い、2試合目に会場校の犬山南ｖｓ大成Bの試合を行う。

第3節

6月15日
(土）

一宮南

江南

岩倉総合

尾西

五条

6月29日
（土）

会場数

4月14日
(日)

一宮興道

丹羽

一宮北

清林館

第２節

4月13日
(土）

一宮南

木曽川

トータル

稲沢東

6月16日
（日）

五条

第４節
(予備日)

犬山
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第１節
4月7日

(日)

津島東
審判数

犬山

一宮北

一宮工業

佐織工業

犬山南

岩倉総合

尾西

一宮

津島東

第4節
（予備日）

6月29日
（土）

7月7日
（日）

丹羽

誠信

予備日

8月24日
（土)

第6節
（第5節）

津島

津島東

第5節
（第4節）

7月6日
（土）

津島

杏和

犬山南

6月30日
（日）

尾西

木曽川

犬山南

9月30日
（日）

津島東

予備日
（第7節）

9月１４日
（土）

予備日

9月7日
（土）

一宮南

一宮興道

稲沢東

一宮興道

佐織工業

木曽川

一宮工業

尾西

誠信

8月31日
（土）

清林館

江南

9月8日
（日）

7月13日
（土）

8月25日
（日）

海翔

犬山南

第9節
10月5日

（土）

第8節

9月１５日
（日）

予備日

9月29日
（土）

津島

犬山

第7節
（第6節）

津島

犬山

木曽川

海翔

9月21日
（土）

9月22日
（日）

9月1日
（日）

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

６節 ７節

１節 ２節

①事前にグラウンド状況に関して申告のあったグラウンド
の使用は極力避ける。

江南・滝・大成・稲沢東・一宮

6月15日（土）江南高校・稲沢東高校
6月29日（土）一宮高校
に関しては、組み合わせ、会場、審判編成上やむを得ず使
用させていただきます。

②原則土曜日にグラウンドが使える場合、土曜日に開催
する。

③会場、審判負担が偏らないように配慮する（会場数・審
判数の合計が７を超えないことが望ましい）
↓
第1節・2節に関しては2月27の顧問会議にて決定済み
それ以降の予定について

西尾張2部リーグは7節を完遂しないと８，９節の組み合わ
せが出ないため、万が一に備えて7節と8節の間に予備日
があることが望ましい。
しかし、9月28、29日は国体の週にあたるため、事前にリー
グ戦を入れることは県協会からの指示で出来ないため、6
月29日、30日の予備日に4節を組み込み、以降をスライド
し、8月31日、9月1日までに7節まで消化できる日程にす
る。その後、2週分予備日を設け、８，９節の組み合わせを
決める。

土曜日に1部リーグ所属の高校が多くグラウンド提供をし
ていただいた関係で、1部リーグ所属チームの会場、審判
担当数が多くなっております。そのため、8節、9節におい
て、特に2部リーグのチームで会場提供が出来る学校があ
ればご協力をよろしくお願い致します。


