
節 節
1G サンデー 0×0 西尾張ｼﾆｱ 8G Over50刈谷 1×0 西尾張ｼﾆｱ

審判 Over50刈谷 審判 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ
2G Over50刈谷 2×0 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ 9G 名古屋500CR 2×0 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ

審判 名古屋500CR 審判 刈谷ｱｺﾞｰｽﾞ
3G 名古屋500CR 2×0 Forza Chita 10G 刈谷ｱｺﾞｰｽﾞ 1×1 豊田ｼﾆｱFC

審判 サンデー 審判 東尾張倶楽部
4G サンデー 0×0 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ 11G 東尾張倶楽部 0×0 西春日井ｼﾆｱ

審判 Forza Chita 審判 豊田ｼﾆｱ
5G Over50刈谷 2×0 Forza Chita 12G 西春日井ｼﾆｱ 0×0 豊田ｼﾆｱFC

審判 名古屋500CR 審判 東尾張倶楽部
6G 名古屋500CR 1×0 西尾張ｼﾆｱ 13G 刈谷ｱｺﾞｰｽﾞ 0×1 東尾張倶楽部

審判 Forza Chita 審判 西春日井ｼﾆｱ
7G サンデー 0×0 Forza Chita × 14G 名古屋500CR 0×0 西春日井ｼﾆｱ

審判 西尾張ｼﾆｱ 審判 刈谷ｱｺﾞｰｽﾞ

節 節
15G サンデー 0×1 豊田ｼﾆｱFC 22G サンデー 0×2 刈谷ｱｺﾞｰｽﾞ

審判 西春日井ｼﾆｱ 審判 Over50刈谷
16G Over50刈谷 1×1 西春日井ｼﾆｱ 23G Over50刈谷 3×0 東尾張倶楽部

審判 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ 審判 名古屋500CR
17G Forza Chita 1×1 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ 24G 名古屋500CR 1×0 豊田ｼﾆｱFC

審判 サンデー 審判 刈谷ｱｺﾞｰｽﾞ
18G サンデー 2×0 西春日井ｼﾆｱ 25G Over50刈谷 1×0 刈谷ｱｺﾞｰｽﾞ

審判 西尾張ｼﾆｱ 審判 サンデー
19G Forza Chita 0×2 西尾張ｼﾆｱ 26G サンデー 0×0 名古屋500CR

審判 豊田ｼﾆｱFC 審判 東尾張倶楽部
20G Over50刈谷 1×2 豊田ｼﾆｱFC 27G 東尾張倶楽部 0×1 豊田ｼﾆｱFC

審判 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ 審判 名古屋500CR
21G ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ 0×2 西尾張ｼﾆｱ 28G 東尾張倶楽部 1×1 名古屋500CR

審判 Over50刈谷 審判 豊田ｼﾆｱFC

節 節
29G 刈谷ｱｺﾞｰｽﾞ × 西春日井ｼﾆｱ 38G サンデー × Over50刈谷

審判 東尾張倶楽部 審判 刈谷ｱｺﾞｰｽﾞ
30G 東尾張倶楽部 × ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ 39G 名古屋500CR × 刈谷ｱｺﾞｰｽﾞ

審判 西尾張ｼﾆｱ 審判 Over50刈谷
31G 刈谷ｱｺﾞｰｽﾞ × 西尾張ｼﾆｱ 40G サンデー × Over50刈谷

審判 Forza Chita 審判 名古屋500CR
32G 西春日井ｼﾆｱ × Forza Chita 41G Over50刈谷 × 名古屋500CR

審判 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ 審判 サンデー
33G 東尾張倶楽部 × 西尾張ｼﾆｱ 42G 刈谷ｱｺﾞｰｽﾞ × ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ

審判 刈谷ｱｺﾞｰｽﾞ 審判 東尾張倶楽部
34G 豊田ｼﾆｱFC × ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ 43G サンデー × 東尾張倶楽部

審判 西尾張ｼﾆｱ 審判 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ
35G 刈谷ｱｺﾞｰｽﾞ × Forza Chita 44G 名古屋500CR × 刈谷ｱｺﾞｰｽﾞ

審判 ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ 審判 Forza Chita
36G 西春日井ｼﾆｱ × ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ 45G 東尾張倶楽部 × Forza Chita

審判 豊田ｼﾆｱFC 審判 西尾張ｼﾆｱ
37G 豊田ｼﾆｱFC × 西尾張ｼﾆｱ 46G ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｶﾙﾁｮ × 西尾張ｼﾆｱ

審判 西春日井ｼﾆｱ 審判 豊田ｼﾆｱFC
47G 豊田ｼﾆｱFC × Forza Chita

審判 東尾張倶楽部
48G 東尾張倶楽部 × 西春日井ｼﾆｱ

審判 豊田ｼﾆｱFC
49G 豊田ｼﾆｱFC × Forza Chita

審判 西春日井ｼﾆｱ
50G 西春日井ｼﾆｱ × 西尾張ｼﾆｱ

審判 Forza Chita

　１月１３日(月祝) 口論議運動公園 　１月１３日(月祝) 口論議運動公園

　２月８日(土) テラスポ鶴舞イースト

　１月１９日(日) テラスポ鶴舞ウエスト 　１月２６日(日) 港サッカー場

　２月１１日(火祝) 刈谷ウェーブスタジアム


