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月日 曜日 会場 開始時刻 試合番号 審判 月日 曜日 会場 開始時刻 試合番号 審判
9:30 A14 日本福祉大学付属B 豊川B 知多翔洋 13:00 B21 刈谷北 清林館 春日井南

11:30 B14 知多翔洋 御津 日福 15:00 A25 日本福祉大学付属B 春日井南 清林館

10:00 B45 一宮西 熱田2nd 至学館 10:00 B22 豊川工業 名古屋C 至学館
12:00 A15 春日井南 至学館 熱田 12:00 A24 至学館 東邦3rd 名古屋

13:00 A13 東邦3rd 愛工大名電C 名古屋 13:00 A23 豊川B 長久手 御津
15:00 B11 清林館 名古屋C 東邦 15:00 B23 御津 一宮西 豊川

15:00 B42 豊川工業 享栄 千種 10:00 B24 享栄 熱田2nd 千種
16:40 A11 千種 豊田北 豊川工業 12:00 A21 天白 千種 享栄

9:30 A12 長久手 天白 刈谷北 13:00 A22 愛工大名電C 豊田北 知多翔洋

11:30 B43 蒲郡 刈谷北 天白 15:00 B25 知多翔洋 蒲郡 豊田北

月日 曜日 会場 開始時刻 試合番号 審判 月日 曜日 会場 開始時刻 試合番号 審判
10:00 B31 清林館 豊川工業 天白 9:30 A41 豊川B 千種 知多翔洋

12:00 A32 天白 豊川B 清林館 11:30 B44 名古屋C 知多翔洋 千種

13:00 A31 千種 愛工大名電C 名古屋 10:00 B41 御津 清林館 日福
15:00 B33 享栄 名古屋C 千種 12:00 A44 豊田北 日本福祉大学付属B 御津

9:30 B32 刈谷北 御津 豊田北 9:30 A43 春日井南 天白 享栄
11:30 A33 至学館 豊田北 刈谷北 11:30 B15 蒲郡 享栄 春日井南

10:00 B35 熱田2nd 知多翔洋 東邦 13:00 A45 長久手 東邦3rd 豊川工業

12:00 A35 東邦3rd 日本福祉大学付属B 知多翔洋 15:00 B13 熱田2nd 豊川工業 東邦

10:00 A34 長久手 春日井南 一宮西 10:00 B12 一宮西 刈谷北 至学館
12:00 B34 一宮西 蒲郡 春日井南 12:00 A42 愛工大名電C 至学館 一宮西

月日 曜日 会場 開始時刻 試合番号 審判 月日 曜日 会場 開始時刻 試合番号 審判
13:00 A54 天白 東邦3rd 清林館 10:00 B61 蒲郡 清林館 豊田北
15:00 B51 清林館 享栄 東邦 12:00 A65 豊田北 天白 蒲郡

9:30 A53 愛工大名電C 日本福祉大学付属B 御津 9:00 B62 享栄 知多翔洋 日福
11:30 B52 蒲郡 御津 日福 10:45 A62 至学館 日本福祉大学付属B 知多翔洋

10:00 B53 豊川工業 知多翔洋 春日井南 10:00 A63 豊川B 東邦3rd 御津
12:00 A52 春日井南 豊川B 知多翔洋 12:00 B63 御津 熱田2nd 東邦

10:00 B55 名古屋C 一宮西 至学館 13:30 A64 長久手 愛工大名電C 一宮西
12:00 A51 千種 至学館 名古屋 15:30 B64 一宮西 豊川工業 名電

13:00 A55 豊田北 長久手 熱田 10:00 B65 名古屋C 刈谷北 千種
15:00 B54 刈谷北 熱田2nd 豊田北 12:00 A61 春日井南 千種 名古屋

月日 曜日 会場 開始時刻 試合番号 審判 月日 曜日 会場 開始時刻 試合番号 審判
10:00 A74 豊川B 豊田北 清林館 10:00 B81 清林館 熱田2nd 日福
12:00 B71 清林館 知多翔洋 豊田北 12:00 A82 日本福祉大学付属B 長久手 熱田

9:30 A73 至学館 長久手 熱田 10:00 B82 知多翔洋 一宮西 豊田北
11:30 B72 熱田2nd 蒲郡 至学館 12:00 A83 豊田北 春日井南 知多翔洋

10:00 B73 享栄 一宮西 日福 9:30 A81 千種 東邦3rd 名古屋
12:00 A71 千種 日本福祉大学付属B 享栄 11:30 B83 名古屋C 蒲郡 千種

10:00 B74 御津 名古屋C 春日井南 10:00 B84 刈谷北 享栄 天白
12:00 A72 東邦3rd 春日井南 名古屋 12:00 A84 天白 至学館 享栄

9:00 B75 豊川工業 刈谷北 天白 10:00 A85 豊川B 愛工大名電C 豊川工業

11:00 A75 愛工大名電C 天白 豊川工業 12:00 B85 御津 豊川工業 名電

月日 曜日 会場 開始時刻 試合番号 審判
10:00 B91 一宮西 清林館 春日井南

12:00 A94 春日井南 愛工大名電C 一宮西

10:00 B92 熱田2nd 名古屋C 天白
12:00 A93 日本福祉大学付属B 天白 名古屋

10:00 B93 知多翔洋 刈谷北 至学館
12:00 A95 豊川B 至学館 知多翔洋

10:00 B94 蒲郡 豊川工業 長久手
12:00 A91 長久手 千種 豊川工業

10:00 B95 御津 享栄 東邦
12:00 A92 東邦3rd 豊田北 享栄
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高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2020 愛知県４部リーグ対戦表
対戦 対戦
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