
節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 審判 節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 審判

9:30 １部 一宮北 vs 丹羽 江南 9:30 ２部Ｂ 佐織工業 vs 一宮工業B 一宮北

11:30 ２部Ａ 江南 ｖｓ 稲沢東 丹羽 11:30 １部 一宮北 ｖｓ 尾北 佐織工業

9:30 １部 津島東 vs 尾北 一宮工業 9:30 １部 津島 ｖｓ 清林館2nd 美和

11:30 ２部Ｂ 一宮興道 ｖｓ 一宮工業B 津島東 11:30 ２部Ｂ 滝 vs 美和 清林館

9:30 ２部Ａ 犬山南 vs 五条 愛知黎明 9:30 ２部Ｂ 木曽川 ｖｓ 一宮興道 愛知黎明

11:30 １部 愛知黎明 vs 大成B 五条 11:30 １部 愛知黎明 vs 丹羽 一宮興道

9:30 １部 犬山 ｖｓ 清林館2nd 岩倉総合 9:30 ２部A 犬山南 ｖｓ 江南 津島東

11:30 ２部Ｂ 木曽川 vs 岩倉総合 犬山 11:30 １部 津島東 ｖｓ 犬山 江南

9:30 １部 津島 ｖｓ 一宮 誠信 9:30 １部 大成B vs 一宮 稲沢東

11:30 ２部Ａ 杏和 vs 誠信 一宮 11:30 ２部Ａ 杏和 vs 稲沢東 大成

9/6 日 佐織工業 9:30 ２部Ｂ 佐織工業 vs 美和 一宮南 9/12 土 一宮南 15:30 ２部A 一宮南 vs 誠信 岩倉総合

節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 審判 節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 審判

9:30 ２部Ａ 誠信 vs 稲沢東 丹羽 9:30 ２部Ｂ 美和 vs 木曽川 愛知黎明

11:30 １部 丹羽 vs 尾北 誠信 11:30 １部 愛知黎明 vs 尾北 木曽川

9:30 ２部Ｂ 滝 vs 岩倉総合 一宮北 9:30 ２部Ｂ 岩倉総合 vs 一宮興道 犬山

11:30 １部 一宮北 vs 犬山 滝 11:30 １部 丹羽 vs 犬山 一宮興道

9:30 １部 津島 vs 津島東 一宮工業 9:30 １部 一宮北 vs 津島 江南

11:30 ２部Ｂ 美和 vs 一宮工業B 津島東 11:30 ２部A 五条 vs 江南 一宮北

9:30 ２部Ａ 杏和 vs 犬山南 清林館 9:30 １部 大成B vs 津島東 滝

11:30 １部 大成B vs 清林館2nd 杏和 11:30 ２部Ｂ 滝 vs 一宮工業B 大成

9:30 ２部Ｂ 佐織工業 vs 木曽川 一宮 9:30 ２部Ａ 誠信 vs 犬山南 一宮

11:30 １部 愛知黎明 vs 一宮 木曽川 11:30 １部 一宮 vs 清林館2nd 誠信

9/20 日 五条 9:30 ２部Ａ 一宮南 vs 五条 一宮興道 9/26 土 一宮南 15:30 ２部A 一宮南 vs 稲沢東 佐織工業

節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 審判 節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 審判

10:00 ２部Ｂ 岩倉総合 vs 佐織工業 愛知黎明 10:00 １部 清林館2nd vs 津島東 江南

12:00 １部 愛知黎明 vs 清林館2nd 佐織工業 12:00 ２部Ａ 江南 vs 杏和 清林館

10:00 1部 尾北 vs 犬山 五条 9:30 ２部Ｂ 岩倉総合 vs 美和 大成

12:00 ２部A 五条 vs 杏和 犬山 11:30 1部 丹羽 vs 大成B 美和

10:00 １部 丹羽 vs 津島 滝 10:00 ２部Ａ 一宮南 vs 犬山南 犬山

12:00 ２部B 滝 vs 一宮興道 丹羽 12:00 １部 愛知黎明 vs 犬山 犬山南

10:00 ２部A 稲沢東 vs 犬山南 一宮 10:00 ２部Ｂ 滝 vs 木曽川 一宮

12:00 １部 一宮 vs 津島東 犬山南 12:00 １部 一宮 vs 一宮北 滝

10:00 ２部B 一宮工業B vs 木曽川 一宮北 10:00 ２部Ｂ 一宮興道 vs 佐織工業 五条

12:00 １部 大成B vs 一宮北 一宮工業 12:00 ２部Ａ 五条 vs 誠信 一宮興道

14:00 ２部A 一宮南 vs 江南 大成 14:00 １部 尾北 vs 津島 誠信

節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 審判 節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 審判

10:00 １部 犬山 vs 津島 一宮工業 10:00 ２部 杏和 vs 美和 津島東

12:00 ２部Ｂ 一宮工業B vs 岩倉総合 犬山 12:00 １部 津島東 vs 一宮北 美和

10:00 ２部Ｂ 一宮興道 vs 美和 清林館 14:00 ２部 滝 vs 一宮南 一宮北

12:00 １部 清林館2nd vs 一宮北 一宮興道 10:00 ２部 木曽川 vs 五条 清林館

10:00 ２部Ａ 一宮南 vs 杏和 大成 12:00 １部 清林館2nd vs 丹羽 五条

12:00 １部 尾北 vs 大成B 一宮南 12/5 土 津島 10:00 １部 愛知黎明 vs 津島 一宮工業

10:00 ２部Ａ 稲沢東 vs 五条 丹羽 12/19 土 一宮工業 10:00 ２部 一宮工業Ｂ vs 犬山南

12:00 １部 一宮 vs 丹羽 五条 10:00 ２部 稲沢東 vs 佐織工業 尾北

10:00 ２部Ｂ 滝 vs 佐織工業 津島東 12:00 １部 尾北 vs 一宮 稲沢東

12:00 １部 愛知黎明 vs 津島東 滝 10:00 ２部 誠信 vs 岩倉総合 江南

14:00 ２部Ａ 江南 vs 誠信 愛知黎明 12:00 ２部 江南 vs 一宮興道 犬山

14:00 １部 犬山 vs 大成B 一宮興道

節 月日 曜日 会場 試合時間 リーグ 審判

10:00 １部 津島 vs 大成B 杏和

12:00 ２部 杏和 vs 木曽川 大成

10:00 １部 清林館2nd vs 尾北 江南

12:00 ２部 江南 vs 滝 清林館

14:00 １部 愛知黎明 vs 一宮北 滝

10:00 １部 犬山 vs 一宮 一宮工業

12:00 ２部 稲沢東 vs 一宮工業Ｂ 一宮

10:00 １部 津島東 vs 丹羽 一宮興道

12:00 ２部 一宮南 vs 一宮興道 丹羽

14:00 ２部 五条 vs 美和 一宮南 ver.
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9/6 日 一宮北 9/12 土
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※第８節については、会場の調整があるため第７節終了後に確定します。津島・
佐織工業・杏和・犬山南・木曽川・岩倉総合を予定していますが、対戦がバッティ
ングした場合は、変更になる場合があります。（バッティングした場合会場がなく
なる場合あり）
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※第９節については、会場の調整があるため第７節終了後に確定します。津島・
尾北・佐織工業・犬山南・一宮工業・稲沢東・誠信・美和を予定していますが、対
戦がバッティングした場合は、変更になる場合があります。
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