
高円宮杯U-18サッカーリーグ２０１６　愛知県２部リーグ　試合日程表（前期）

節 月 日 曜日 キックオフ時刻 HOME 対 AWAY 会場 会場主任 主審

１１：００～ 同朋 豊川 豊川 佐々木芳 愛産大三河 菊里

１３：００～ 菊里 愛産大三河 豊川 同朋 同朋 豊川

１４：３０～ 大同大大同 愛知FC 小牧P 知多翔洋 知多翔洋 名東

１６：３０～ 名東 知多翔洋 小牧P 愛知FC 大同大大同 愛知FC

4 10 日 １４：００～ 一宮北 東邦２nd 名商大 東邦２nd 東邦２nd 帯同 帯同

１１：００～ 名東 豊川 豊川 菊里 菊里 愛知FC

１３：００～ 菊里 愛知FC 豊川 名東 名東 豊川

１１：００～ 知多翔洋 愛産大三河 愛産大三河 愛産大三河 知多翔洋 知多翔洋 愛産大三河

１４：００～ 同朋 東邦２nd 大同大大同 大同大大同 一宮北

１６：００～ 大同大大同 一宮北 同朋 同朋 東邦B

１１：００～ 知多翔洋 豊川 豊川 同朋 同朋 大同大大同

１３：００～ 大同大大同 同朋 豊川 知多翔洋 知多翔洋 豊川

１３：３０～ 愛知FC 愛産大三河 デンソー 菊里 菊里 一宮北

１５：２０～ 菊里 一宮北 デンソー 愛産大三河 愛産大三河 愛知FC

4 24 日 １４：００～ 名東 東邦２nd 名商大 東邦２nd 名東 名東 東邦B

１１：００～ 豊川 愛産大三河 豊川 菊里 菊里 同朋

１３：００～ 菊里 同朋 豊川 愛産大三河 愛産大三河 豊川

１０：００～ 愛知FC 一宮北 デンソー 知多翔洋 知多翔洋 東邦B

１１：５０～ 知多翔洋 東邦２nd デンソー 一宮北 一宮北 愛知FC

１３：００～ 名東 大同大大同 名東 名東 大同大大同 大同大大同 名東

１１：００～ 東邦２nd 豊川 豊川 一宮北 一宮北 愛産大三河

１３：００～ 愛産大三河 一宮北 豊川 東邦２nd 東邦２nd 豊川

１４：３０～ 愛知FC 同朋 小牧P 大同大大同 大同大大同 知多翔洋

１６：３０～ 知多翔洋 大同大大同 小牧P 同朋 同朋 愛知FC

１１：００～ 菊里 名東 名東 名東 菊里 菊里 名東

１１：００～ 豊川 大同大大同 豊川 菊里 菊里 知多翔洋

１３：００～ 知多翔洋 菊里 豊川 大同大大同 大同大大同 豊川

１４：００～ 東邦２nd 愛産大三河 名商大 同朋 同朋 一宮北

１６：００～ 一宮北 同朋 名商大 愛産大三河 愛産大三河 東邦B

5 5 木 １０：００～ 愛知FC 名東 デンソー 愛知FC 名東 名東 愛知FC

１１：００～ 豊川 菊里 豊川 東邦２nd 東邦２nd 大同大大同

１３：００～ 東邦２nd 大同大大同 豊川 菊里 菊里 豊川

１１：００～ 愛産大三河 同朋 愛産大三河 一宮北 一宮北 名東

１３：００～ 一宮北 名東 愛産大三河 同朋 同朋 愛産大三河

6 18 土 １２：００～ 愛知FC 知多翔洋 小牧P 愛知FC 知多翔洋 知多翔洋 愛知FC

１１：００～ 豊川 愛知FC 豊川 名東 名東 同朋

１３：００～ 同朋 名東 豊川 愛知FC 愛知FC 豊川

１１：００～ 愛産大三河 大同大大同 愛産大三河 知多翔洋 知多翔洋 一宮北

１３：００～ 一宮北 知多翔洋 愛産大三河 大同大大同 大同大大同 愛産大三河

6 26 日 １４：００～ 東邦２nd 菊里 名商大 菊里 菊里 東邦B

１１：００～ 一宮北 豊川 豊川 大同大大同 大同大大同 菊里

１３：００～ 大同大大同 菊里 豊川 一宮北 一宮北 豊川

１１：００～ 同朋 知多翔洋 旧知多高 名東 名東 愛産大三河

１３：００～ 愛産大三河 名東 旧知多高 同朋 同朋 知多翔洋

１５：００～ 東邦２nd 愛知FC 名商大 東邦２nd 東邦２nd 東邦２nd 愛知FC
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