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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 9:00 B24 享栄 熱田2nd 千種
16:40 A11 千種 豊田北 豊川工業 10:45 A21 天白 千種 熱田

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

名電 13:00 A31 千種 愛工大名電C 享栄 10:00 B41 御津 清林館 日福
ﾃﾗｽﾎﾟW 9:00 B33 享栄 名古屋C 派遣審判 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
9:00 B51 清林館 享栄 東邦 10:00 B61 蒲郡 清林館 豊田北

10:45 A54 天白 東邦3rd 清林館 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 一宮西 11:30 B83 名古屋C 蒲郡 千種

11/15 日 名古屋 13:45 B74 御津 名古屋C 10:00 B84 刈谷北 享栄 天白
9/19 土 御津 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 9:30 B85 御津 豊川工業 豊川
11:00 A75 愛工大名電C 天白 豊川工業 11:30 A85 豊川B 愛工大名電C 豊川工業

月日 曜日 会場 開始時刻 試合番号 審判
10:00 A94 春日井南 愛工大名電C 一宮西
12:00 B91 一宮西 清林館 春日井南

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

10/3 土 刈谷北

10/3 土 蒲郡海陽

10/3

9

10/3 土 名電

10/3 土 熱田

土 御津

土
GG刈谷
人工芝

9/27 日 豊川市サッ
カー場

対戦

9/26 土
GG刈谷
天然芝

7

9/20 日 豊川

8

9/27 日 清林館

9/19

9/19 土 ﾃﾗｽﾎﾟE 9/26 土 蒲郡海陽

土 蒲郡海陽 9/27 日 一宮西

9/19

対戦 対戦

12/13 日 一宮西 9/5 土 長久手

12/13 日

12/12 土 豊川工業 9/6 日 豊川5

12/13 日 ﾃﾗｽﾎﾟW

6

9/5

12/12 土 蒲郡海陽 10/10

長久手 9/5 土 刈谷北

対戦 対戦

土 清林館

土 ﾃﾗｽﾎﾟE

熱田 12/5 土 長久手

11/29 日 長久手 12/5 土
GG刈谷
人工芝

対戦 対戦

3

11/28 土 豊川工業

4

12/6 日 豊川

11/28 土 御津 12/5 土 蒲郡海陽

11/28 土 12/6 日 清林館

11/29 日

9/13 日 一宮西 11/21 土 豊川工業

9/12 土 名電 11/21 土 長久手1

9/13 日 豊川

2

11/21 土
GG刈谷
人工芝

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

9/12 土 蒲郡海陽 11/21 土 名電

9/12 土 ﾃﾗｽﾎﾟE 11/21 土 ﾃﾗｽﾎﾟE



・テラスポ会場  会場費1チーム８２００円
・名古屋学院会場 会場費１チーム２５００円
・名古屋高校会場 会場費１チーム１０００円
・名商大会場、蒲郡海陽会場 会場費無料
・東海市元浜グランド 会場費１チーム２０００円～３０００円
・豊川高校会場 野球ボールが飛んでくる可能性があり。会場提供していただいているため、安全に配慮して使用させていただく。

・第５節 12/13(日）天白会場⇒テラスポＷへ変更 試合時間変更

留意事項
・年度途中で新規に芝・人工芝が確保できた場合、当該４校に確認してOKであれば事務局まで連絡お願いします。
・4/5(日）7/5(日）9/20(日）名電会場 曜日・時間変更の可能性あり。
・清林館高校会場 校舎移動のため、カーナビ等が更新されていないと旧校舎に設定される恐れ。学校HP等で住所を確認してください。

・第７節 9/19(土)  御津会場中止試合 御津vs名古屋C  ⇒ 11/15(日）13:45K.O. 名古屋会場へ変更 審判未定

10/14ver 変更点
・第２節 11/21(土）熱田会場⇒テラスポＥへ変更 試合時間変更、審判変更
・第３節 11/28(土）名電会場第１試合 審判変更 名古屋Ｃ⇒享栄
          名電会場第２試合 会場変更 名電⇒ﾃﾗｽﾎﾟＷ 審判は派遣審判


