
高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ２０１７　愛知県１部・２部リーグ　試合日程表 版

節 ｷｯｸｵﾌ HOME AWAY 会場 主審 副審 副審 ｷｯｸｵﾌ HOME AWAY 会場 主審 副審 副審

4/8 土 14:00 東海学園 - 愛知FC 東学大 熱田 熱田 同朋 4/8 土 16:15 熱田 - 同朋 東学大 東海学園 東海学園 愛知FC

4/8 土 14:15 名古屋 - 愛工大名電 名古屋 三好 三好 名古屋B 4/8 土 16:15 三好 - 名古屋B 名古屋B 名古屋 名古屋 愛工大名電

4/8 土 9:30 刈谷 - 名経大高蔵 柳川瀬 西尾 西尾 松蔭 4/8 土 11:30 西尾 - 松蔭 柳川瀬 刈谷 刈谷 名経大高蔵

4/8 土 13:30 岡崎城西 - 中京大中京２nd 柳川瀬 愛知 愛知 愛知朝鮮 4/8 土 15:30 愛知 - 愛知朝鮮 柳川瀬 岡崎城西 岡崎城西 中京大中京２nd

4/9 日 13:00 名東 - 東邦 名商大 大同大大同 大同大大同 東邦２nd 4/9 日 15:00 大同大大同 - 東邦２nd 名商大 名東 名東 東邦

4/15 土 14:00 東海学園 - 中京大中京２nd 東学大 愛知 愛知 同朋 4/15 土 16:15 愛知 - 同朋 東学大 東海学園 東海学園 中京大中京２nd

4/15 土 16:15 刈谷 - 名古屋 名古屋 愛知朝鮮 刈谷 名古屋 4/16 日 14:00 愛知朝鮮 - 松蔭 港ｻｯｶｰ場 刈谷 愛知朝鮮 松蔭

4/15 土 13:00 名東 - 名経大高蔵 名経大 三好 三好 大同大大同 4/15 土 15:00 三好 - 大同大大同 名経大 名東 名東 名経大高蔵

4/16 日 16:15 岡崎城西 - 愛工大名電 名古屋B 西尾 西尾 名古屋B 4/16 日 14:15 西尾 - 名古屋B 名古屋B 岡崎城西 岡崎城西 愛工大名電

4/16 日 13:00 愛知FC - 東邦 名商大 熱田 熱田 東邦２nd 4/16 日 15:15 熱田 - 東邦２nd 名商大 愛知FC 愛知FC 東邦

4/22 土 14:00 東海学園 - 愛工大名電 東学大 西尾 西尾 大同大大同 4/22 土 16:15 西尾 - 大同大大同 東学大 東海学園 東海学園 愛工大名電

4/22 土 14:15 名東 - 名古屋 名古屋 名古屋B 名古屋B 松蔭 4/22 土 16:15 名古屋B - 松蔭 名古屋B 名東 名東 名古屋

4/22 土 13:15 愛知FC - 中京大中京２nd 瑞穂北陸 三好 三好 熱田 4/22 土 11:00 三好 - 熱田 瑞穂北陸 愛知FC 愛知FC 中京大中京２nd

4/22 土 14:00 名経大高蔵 - 東邦 名商大 愛知朝鮮 愛知朝鮮 同朋 4/22 土 16:15 愛知朝鮮 - 同朋 名商大 名経大高蔵 名経大高蔵 東邦

4/22 土 15:15 刈谷 - 岡崎城西 愛院大 愛知 愛知 東邦２nd 4/22 土 13:00 愛知 - 東邦２nd 愛院大 刈谷 刈谷 岡崎城西

4/29 土 9:00 名東 - 岡崎城西 ｸﾞﾘｰﾝ刈谷人工 同朋 同朋 松蔭 4/29 土 11:00 同朋 - 松蔭 ｸﾞﾘｰﾝ刈谷人工 名東 名東 岡崎城西

6/4 日 14:00 東海学園 - 刈谷 東学大 西尾 西尾 熱田 6/4 日 16:15 西尾 - 熱田 東学大 東海学園 東海学園 刈谷

4/29 土 14:15 名経大高蔵 - 名古屋 名古屋 名古屋B 名古屋B 大同大大同 4/29 土 16:15 名古屋B - 大同大大同 名古屋B 名経大高蔵 名経大高蔵 名古屋

4/29 土 13:15 愛知FC - 愛工大名電 瑞穂北陸 愛知 愛知 三好 4/29 土 11:00 愛知 - 三好 瑞穂北陸 愛知FC 愛知FC 愛工大名電

4/29 土 12:00 中京大中京２nd - 東邦 名商大 愛知朝鮮 愛知朝鮮 東邦２nd 7/20 木 15:00 愛知朝鮮 - 東邦２nd 名商大 中京大中京２nd 愛知朝鮮 東邦２nd

5/3 水 13:00 中京大中京２nd - 愛工大名電 名経大 松蔭 松蔭 大同大大同 5/3 水 17:00 松蔭 - 大同大大同 名経大 中京大中京２nd 中京大中京２nd 愛工大名電

5/3 水 13:00 東邦 - 名古屋 名商大 同朋 同朋 東邦２nd 5/3 水 15:15 同朋 - 東邦２nd 名商大 東邦 東邦 名古屋

5/3 水 16:15 名東 - 東海学園 名古屋B 名古屋B 名古屋B 熱田 5/3 水 14:15 名古屋B - 熱田 名古屋B 名東 名東 東海学園

5/3 水 9:30 愛知FC - 刈谷 小牧PA 西尾 愛知FC 刈谷 5/3 水 14:00 西尾 - 愛知 柳川瀬 愛知FC 愛知朝鮮 三好

5/3 水 16:15 名経大高蔵 - 岡崎城西 学泉大 愛知朝鮮 名経大高蔵 岡崎城西 5/3 水 16:00 愛知朝鮮 - 三好 柳川瀬 名経大高蔵 西尾 愛知

5/6 土 13:00 中京大中京２nd - 刈谷 ｸﾞﾘｰﾝ刈谷人工 同朋 同朋 三好 5/6 土 15:00 同朋 - 三好 ｸﾞﾘｰﾝ刈谷人工 中京大中京２nd 中京大中京２nd 刈谷

5/6 土 14:00 名経大高蔵 - 東海学園 東学大 大同大大同 大同大大同 熱田 5/6 土 16:15 大同大大同 - 熱田 東学大 名経大高蔵 名経大高蔵 東海学園

5/6 土 14:15 名古屋 - 岡崎城西 名古屋 名古屋B 名古屋B 愛知 5/6 土 16:15 名古屋B - 愛知 名古屋B 名古屋 名古屋 岡崎城西

5/6 土 13:00 愛工大名電 - 東邦 名商大 東邦２nd 東邦２nd 松蔭 5/6 土 15:15 東邦２nd - 松蔭 名商大 愛工大名電 愛工大名電 東邦

5/7 日 14:00 愛知FC - 名東 瑞穂北陸 愛知朝鮮 愛知FC 名東 5/6 土 15:00 愛知朝鮮 - 西尾 春日丘 愛知FC 愛知朝鮮 西尾

6/10 土 13:00 東邦 - 岡崎城西 名商大 東邦２nd 東邦２nd 三好 6/10 土 15:15 東邦２nd - 三好 名商大 東邦 東邦 岡崎城西

6/10 土 14:15 名古屋 - 東海学園 名古屋 名古屋B 名古屋 東海学園 6/17 土 14:00 名古屋B - 愛知朝鮮 名古屋B 名古屋 名古屋B 愛知朝鮮

6/11 日 16:15 中京大中京２nd - 名東 学泉大 松蔭 大同大大同 愛知 6/11 日 14:15 大同大大同 - 愛知 学泉大 中京大中京２nd 中京大中京２nd 名東

6/10 土 9:00 名経大高蔵 - 愛知FC 名経大 大同大大同 松蔭 熱田 6/10 土 11:00 松蔭 - 熱田 名経大 名経大高蔵 名経大高蔵 愛知FC

6/10 土 15:30 愛工大名電 - 刈谷 柳川瀬 同朋 愛工大名電 刈谷 6/10 土 16:15 同朋 - 西尾 学泉大 愛工大名電 同朋 西尾

6/25 日 13:00 東邦 - 刈谷 名商大 東邦２nd 東邦２nd 西尾 6/25 日 15:15 東邦２nd - 西尾 名商大 東邦 東邦 刈谷

6/24 土 13:00 岡崎城西 - 東海学園 学泉大 松蔭 松蔭 三好 6/24 土 15:15 松蔭 - 三好 学泉大 岡崎城西 岡崎城西 東海学園

6/24 土 14:15 名古屋 - 愛知FC 名古屋 同朋 同朋 名古屋B 6/24 土 16:15 同朋 - 名古屋B 名古屋B 名古屋 名古屋 愛知FC

6/24 土 12:00 愛工大名電 - 名東 小牧PA 大同大大同 大同大大同 愛知朝鮮 6/24 土 10:00 大同大大同 - 愛知朝鮮 小牧PA 愛工大名電 愛工大名電 名東

6/24 土 16:00 中京大中京２nd - 名経大高蔵 小牧PA 熱田 熱田 愛知 6/24 土 14:00 熱田 - 愛知 小牧PA 中京大中京２nd 中京大中京２nd 名経大高蔵

7/1 土 13:00 東邦 - 東海学園 名商大 東邦２nd 東邦２nd 名古屋B 7/1 土 15:15 東邦２nd - 名古屋B 名商大 東邦 東邦 東海学園

7/1 土 9:00 刈谷 - 名東 ｳｪｰﾌﾞ刈谷 松蔭 松蔭 愛知 7/1 土 11:00 松蔭 - 愛知 ｳｪｰﾌﾞ刈谷 刈谷 刈谷 名東

7/1 土 14:15 名古屋 - 中京大中京２nd 名古屋 熱田 熱田 愛知朝鮮 7/1 土 16:15 熱田 - 愛知朝鮮 名古屋 名古屋 名古屋 中京大中京２nd

7/2 日 12:15 岡崎城西 - 愛知FC 豊ｽﾀ北芝生 三好 三好 西尾 7/2 日 10:00 三好 - 西尾 豊ｽﾀ北芝生 岡崎城西 岡崎城西 愛知FC

7/1 土 14:00 愛工大名電 - 名経大高蔵 名経大 大同大大同 大同大大同 同朋 7/1 土 16:00 大同大大同 - 同朋 名経大 愛工大名電 愛工大名電 名経大高蔵

※会場・日程については、双方のチーム事情・グラウンドの借用状況によりやむ得ず変更する場合があります。 本部担当 土会場 変更点

 例）土曜日⇔日曜日への変更・試合開始時刻の変更・土のグラウンドから芝生のグラウンドへの変更等

※会場・記録・選手交代などの本部は基本的に会場提供チームが担当します。

※協会提供会場については左側記載チームが本部を担当し、会場との事前打ち合わせも行う。（前期は１部，後期は２部）

※左側記載チームが原則、正ユニフォーム着用。
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節 ｷｯｸｵﾌ HOME AWAY 会場 主審 副審 副審 ｷｯｸｵﾌ HOME AWAY 会場 主審 副審 副審

7/9 日 13:00 東邦 - 名東 名商大 東邦２nd 東邦２nd 大同大大同 7/9 日 15:15 東邦２nd - 大同大大同 名商大 東邦 東邦 名東

7/8 土 14:00 愛知FC - 東海学園 東学大 松蔭 松蔭 西尾 7/8 土 16:15 松蔭 - 西尾 東学大 愛知FC 愛知FC 東海学園

7/8 土 17:00 名経大高蔵 - 刈谷 ｸﾞﾘｰﾝ刈谷人工 同朋 同朋 熱田 7/8 土 19:00 同朋 - 熱田 ｸﾞﾘｰﾝ刈谷人工 名経大高蔵 名経大高蔵 刈谷

7/8 土 14:00 中京大中京２nd - 岡崎城西 瑞穂北陸 名古屋B 中京大中京２nd 岡崎城西 7/9 日 14:15 名古屋B - 三好 名古屋B 中京大中京２nd 愛知朝鮮 愛知

7/8 土 16:15 愛工大名電 - 名古屋 名古屋 愛知朝鮮 愛工大名電 名古屋 7/9 日 16:15 愛知朝鮮 - 愛知 名古屋B 愛工大名電 名古屋B 三好

7/15 土 13:00 東邦 - 愛知FC 名商大 東邦２nd 東邦２nd 熱田 7/15 土 15:15 東邦２nd - 熱田 名商大 東邦 東邦 愛知FC

7/15 土 12:00 名経大高蔵 - 名東 名院大 名古屋B 名古屋B 西尾 7/15 土 10:00 名古屋B - 西尾 名院大 名経大高蔵 名経大高蔵 名東

7/15 土 14:00 中京大中京２nd - 東海学園 東学大 松蔭 松蔭 愛知朝鮮 7/15 土 16:15 松蔭 - 愛知朝鮮 東学大 中京大中京２nd 中京大中京２nd 東海学園

7/15 土 16:15 名古屋 - 刈谷 名古屋 同朋 名古屋 刈谷 7/15 土 17:00 同朋 - 愛知 愛院大 名古屋 同朋 愛知

7/15 土 13:30 愛工大名電 - 岡崎城西 柳川瀬 大同大大同 大同大大同 三好 7/15 土 15:45 大同大大同 - 三好 柳川瀬 愛工大名電 愛工大名電 岡崎城西

7/17 月 15:00 名古屋 - 名東 名古屋 松蔭 松蔭 名古屋B 7/17 月 17:00 松蔭 - 名古屋B 名古屋B 名古屋 名古屋 名東

7/17 月 13:00 東邦 - 名経大高蔵 名商大 東邦２nd 東邦２nd 愛知 7/17 月 15:15 東邦２nd - 愛知 名商大 東邦 東邦 名経大高蔵

7/17 月 9:30 中京大中京２nd - 愛知FC 小牧PA 大同大大同 中京大中京２nd 愛知FC 7/17 月 10:00 大同大大同 - 西尾 西尾 中京大中京２nd 大同大大同 西尾

7/17 月 9:00 岡崎城西 - 刈谷 ｸﾞﾘｰﾝ刈谷人工 熱田 愛工大名電 東海学園 7/17 月 10:00 熱田 - 三好 熱田 岡崎城西 同朋 愛知朝鮮

7/17 月 11:00 愛工大名電 - 東海学園 ｸﾞﾘｰﾝ刈谷人工 同朋 岡崎城西 刈谷 7/17 月 12:15 同朋 - 愛知朝鮮 熱田 愛工大名電 熱田 三好

8/27 日 13:00 東邦 - 中京大中京２nd 名商大 東邦２nd 東邦２nd 愛知朝鮮 8/27 日 15:15 東邦２nd - 愛知朝鮮 名商大 東邦 東邦 中京大中京２nd

8/26 土 14:15 名古屋 - 名経大高蔵 名古屋 大同大大同 大同大大同 名古屋B 8/26 土 16:15 大同大大同 - 名古屋B 名古屋B 名古屋 名古屋 名経大高蔵

8/27 日 12:30 愛工大名電 - 愛知FC 豊田陸上 熱田 熱田 西尾 8/27 日 10:30 熱田 - 西尾 豊田陸上 愛工大名電 愛工大名電 愛知FC

8/26 土 12:30 岡崎城西 - 名東 学泉大 三好 三好 愛知 8/26 土 14:30 三好 - 愛知 学泉大 岡崎城西 岡崎城西 名東

8/26 土 9:00 刈谷 - 東海学園 ｸﾞﾘｰﾝ刈谷人工 松蔭 松蔭 同朋 8/26 土 11:00 松蔭 - 同朋 ｸﾞﾘｰﾝ刈谷人工 刈谷 刈谷 東海学園

9/2 土 16:15 名古屋 - 東邦 名古屋 熱田 熱田 名古屋B 9/3 日 14:15 熱田 - 名古屋B 名古屋B 名古屋 名古屋 東邦

9/2 土 15:15 愛工大名電 - 中京大中京２nd 名商大 東邦２nd 東邦２nd 同朋 9/2 土 13:00 東邦２nd - 同朋 名商大 愛工大名電 愛工大名電 中京大中京２nd

9/2 土 14:00 岡崎城西 - 名経大高蔵 学泉大 三好 三好 愛知朝鮮 9/2 土 16:00 三好 - 愛知朝鮮 学泉大 岡崎城西 岡崎城西 名経大高蔵

9/2 土 15:30 刈谷 - 愛知FC 愛院大 愛知 愛知 西尾 9/2 土 13:30 愛知 - 西尾 愛院大 刈谷 刈谷 愛知FC

9/2 土 14:00 東海学園 - 名東 東学大 大同大大同 大同大大同 松蔭 9/2 土 16:15 大同大大同 - 松蔭 東学大 東海学園 東海学園 名東

9/9 土 13:00 東邦 - 愛工大名電 名商大 松蔭 松蔭 東邦２nd 9/9 土 15:15 松蔭 - 東邦２nd 名商大 東邦 東邦 愛工大名電

9/9 土 11:30 岡崎城西 - 名古屋 名古屋 愛知 愛知 名古屋B 9/9 土 9:30 愛知 - 名古屋B 名古屋B 岡崎城西 岡崎城西 名古屋

9/9 土 14:00 東海学園 - 名経大高蔵 東学大 熱田 熱田 大同大大同 9/9 土 16:15 熱田 - 大同大大同 東学大 東海学園 東海学園 名経大高蔵

9/9 土 13:00 刈谷 - 中京大中京２nd ｸﾞﾘｰﾝ刈谷人工 三好 刈谷 中京大中京２nd 9/10 日 15:00 三好 - 同朋 学泉大 刈谷 三好 同朋

9/9 土 19:15 名東 - 愛知FC 小牧PA 西尾 名東 愛知FC 9/9 土 14:00 西尾 - 愛知朝鮮 学泉大 名東 西尾 愛知朝鮮

9/16 土 13:00 岡崎城西 - 東邦 名商大 三好 三好 東邦２nd 9/16 土 15:15 三好 - 東邦２nd 名商大 岡崎城西 岡崎城西 東邦

9/16 土 12:45 刈谷 - 愛工大名電 柳川瀬 熱田 熱田 松蔭 9/16 土 10:30 熱田 - 松蔭 柳川瀬 刈谷 刈谷 愛工大名電

9/16 土 11:00 東海学園 - 名古屋 東学大 西尾 西尾 同朋 9/16 土 13:15 西尾 - 同朋 東学大 東海学園 東海学園 名古屋

9/16 土 18:00 名東 - 中京大中京２nd 愛院大 愛知 愛知 大同大大同 9/16 土 16:00 愛知 - 大同大大同 愛院大 名東 名東 中京大中京２nd

9/16 土 17:00 愛知FC - 名経大高蔵 小牧PA 愛知朝鮮 愛知FC 名経大高蔵 9/16 土 16:15 愛知朝鮮 - 名古屋B 名古屋B 愛知FC 愛知朝鮮 名古屋B

9/23 土 11:00 刈谷 - 東邦 ｸﾞﾘｰﾝ刈谷人工 名古屋B 愛知FC 名古屋 9/24 日 14:15 名古屋B - 同朋 名古屋B 刈谷 愛知 熱田

9/23 土 9:00 愛知FC - 名古屋 ｸﾞﾘｰﾝ刈谷人工 愛知 刈谷 東邦 9/24 日 16:15 愛知 - 熱田 名古屋B 愛知FC 名古屋B 同朋

9/23 土 14:00 東海学園 - 岡崎城西 東学大 三好 三好 松蔭 9/23 土 16:15 三好 - 松蔭 東学大 東海学園 東海学園 岡崎城西

9/24 日 15:45 名東 - 愛工大名電 名商大 西尾 西尾 東邦２nd 9/24 日 13:30 西尾 - 東邦２nd 名商大 名東 名東 愛工大名電

9/23 土 15:00 名経大高蔵 - 中京大中京２nd 名経大 愛知朝鮮 愛知朝鮮 大同大大同 9/23 土 17:00 愛知朝鮮 - 大同大大同 名経大 名経大高蔵 名経大高蔵 中京大中京２nd

9/30 土 16:15 東海学園 - 東邦 東学大 西尾 西尾 三好 9/30 土 14:00 西尾 - 三好 東学大 東海学園 東海学園 東邦

9/30 土 15:15 名東 - 刈谷 名商大 名古屋B 名古屋B 東邦２nd 9/30 土 13:00 名古屋B - 東邦２nd 名商大 名東 名東 刈谷

9/30 土 16:15 名経大高蔵 - 愛工大名電 名経大 愛知朝鮮 愛知朝鮮 熱田 9/30 土 14:00 愛知朝鮮 - 熱田 名経大 名経大高蔵 名経大高蔵 愛工大名電

9/30 土 12:00 愛知FC - 岡崎城西 小牧PA 愛知 愛知FC 岡崎城西 9/30 土 9:00 愛知 - 松蔭 愛院大 愛知FC 愛知 松蔭

9/30 土 16:15 中京大中京２nd - 名古屋 名古屋 同朋 中京大中京２nd 名古屋 9/30 土 同朋 - 大同大大同 中京大中京２nd 同朋 大同大大同

※会場決定方法　（以下のルールで変更を加え、試合日３日前に確定する） 本部担当 土会場 変更点

①会場を確保したチームを優先的に入れる。

・試合１ヶ月前までは対戦チーム同士で会場提供が重なった場合は、ホームチームを原則優先する。

・それ以降は確保した会場から確定していくことを原則とするが、当該チームの打ち合わせで最終的に決定する。

②優先順位の高い会場を昨年度順位に従って入れる　（ただし、芝の回数と会場費負担は平均化する）

※審判決定方法

①主審・副審共に１部の試合を２部のチーム、２部の試合を１部のチームが担当する。

②１試合会場が生じて、別会場になった場合も主審は①と同様に担当する。副審については会場内で担当する。

③協会派遣の主審は１部のチームが担当する２部の試合、次いで複数チームが１部と２部ともに所属するチームが担当する試合から優先的に当てはめる。

④複数チームが１部と２部ともに所属するチームが同会場になった場合の主審担当は、チーム関係者以外を担当チームが探して当てはめる。

⑤主審の交通費はホームチームが用意し、当該チームの試合を担当する主審に渡す。
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16節

17節

18節

10節

11節
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日程 スコア スコア日程


