
高円宮杯U-18サッカーリーグ２０１５　愛知県２部リーグ　試合日程表（後期）

節 月 日 曜日 キックオフ時刻 AWAY 対 HOME 会場 主審

11:00 豊川 愛知朝鮮 豊川高校G 名東 名東 大同大大同

13:00 春日丘 中京大中京Ｂ 豊川高校G 愛知朝鮮 愛知朝鮮 豊川

15:00 大同大大同 名東 豊川高校G 中京大中京Ｂ 中京大中京Ｂ 春日丘

13:30 愛知 東邦Ｂ 愛知学院大 同朋 同朋 一宮北

15:45 一宮北 同朋 愛知学院大 東邦Ｂ 東邦Ｂ 愛知

11:00 一宮北 愛知朝鮮 一宮北高校G 東邦Ｂ 東邦Ｂ 大同大大同

13:00 春日丘 同朋 一宮北高校G 愛知朝鮮 愛知朝鮮 一宮北

15:00 大同大大同 東邦Ｂ 一宮北高校G 同朋 同朋 春日丘

14:30 愛知 豊川 愛知学院大 中京大中京Ｂ 中京大中京Ｂ 名東

16:45 中京大中京Ｂ 名東 愛知学院大 豊川 豊川 愛知

11:00 一宮北 豊川 豊川高校G 愛知朝鮮 愛知朝鮮 春日丘

13:00 中京大中京Ｂ 東邦Ｂ 豊川高校G 一宮北 一宮北 豊川

15:00 春日丘 愛知朝鮮 豊川高校G 中京大中京Ｂ 中京大中京Ｂ 東邦Ｂ

13:00 同朋 名東 名東高校G 大同大大同 大同大大同 愛知

15:00 愛知 大同大大同 名東高校G 同朋 同朋 名東

11:00 春日丘 豊川 豊川高校G 大同大大同 大同大大同 中京大中京Ｂ

13:00 同朋 東邦Ｂ 豊川高校G 春日丘 春日丘 豊川

15:00 中京大中京Ｂ 大同大大同 豊川高校G 東邦Ｂ 東邦Ｂ 同朋

14:30 愛知 一宮北 愛知学院大 愛知朝鮮 愛知朝鮮 名東

16:45 名東 愛知朝鮮 愛知学院大 一宮北 一宮北 愛知

11:00 名東 豊川 豊川高校G 愛知朝鮮 愛知朝鮮 東邦Ｂ

13:00 同朋 大同大大同 豊川高校G 名東 名東 豊川

15:00 愛知朝鮮 東邦Ｂ 豊川高校G 大同大大同 大同大大同 同朋

11:00 春日丘 一宮北 一宮北高校G 中京大中京Ｂ 中京大中京Ｂ 愛知

13:00 中京大中京Ｂ 愛知 一宮北高校G 春日丘 春日丘 一宮北

11:00 東邦Ｂ 豊川 豊川高校G 名東 名東 一宮北

13:00 同朋 中京大中京Ｂ 豊川高校G 東邦Ｂ 東邦Ｂ 豊川

15:00 名東 一宮北 豊川高校G 同朋 同朋 中京大中京Ｂ

9:30 愛知 春日丘 春日丘高校Ｇ 大同大大同 大同大大同 愛知朝鮮

11:30 愛知朝鮮 大同大大同 春日丘高校Ｇ 愛知 愛知 春日丘

11:00 豊川 大同大大同 豊川高校G 同朋 同朋 愛知

13:00 名東 春日丘 豊川高校G 大同大大同 大同大大同 豊川

15:00 同朋 愛知 豊川高校G 名東 名東 春日丘

11:00 東邦Ｂ 一宮北 一宮北高校G 愛知朝鮮 愛知朝鮮 中京大中京Ｂ

13:00 愛知朝鮮 中京大中京Ｂ 一宮北高校G 東邦Ｂ 東邦Ｂ 一宮北

10:00 東邦Ｂ 春日丘 春日丘高校Ｇ 大同大大同 大同大大同 一宮北

12:00 愛知朝鮮 同朋 春日丘高校Ｇ 東邦Ｂ 東邦Ｂ 春日丘

14:00 大同大大同 一宮北 春日丘高校Ｇ 同朋 同朋 愛知朝鮮

11:00 豊川 中京大中京Ｂ 豊川高校G 名東 名東 愛知

13:00 名東 愛知 豊川高校G 中京大中京Ｂ 中京大中京Ｂ 豊川

14:05 東邦Ｂ 名東 名古屋商科大学 東邦Ｂ

14:05 一宮北 中京大中京Ｂ 愛知学院大 中京大中京Ｂ

12:00 愛知朝鮮 愛知 愛知学院大 愛知朝鮮

14:05 大同大大同 春日丘 春日丘高校Ｇ 大同大大同

14:05 豊川 同朋 豊川高校G 同朋
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