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日程 会場 K.O時刻 コード 審判
9:30 4016 山田 vs 同朋Ⅳ 南山

11:30 3012 向陽 vs 南山 山田

14:00 2014 瑞陵 vs 名古屋工科 Ｃ．Ｃ．デソーニョ

16:00 3013 明和 vs Ｃ．Ｃ．デソーニョ 瑞陵

享栄 10:50 1012 享栄 vs 名経大高蔵３rd 天白

名経大高蔵 12:50 3015 享栄２nd VS 同朋Ⅲ 名経大高蔵

テラスポW 14:45 4015 名経大高蔵４th VS 天白B 同朋

16:30 2016 大同大大同Ｃ vs 富田 名古屋国際

18:30 4014 名古屋国際 vs 大同大大同Ｄ 富田

13:00 1011 東邦３rd vs 市立北 名城大付属

15:00 2012 名城大付属 vs 緑 東邦

13:30 3011 名古屋西 vs 名古屋南 愛知総合工科

15:30 1016 名東２nd vs 愛知総合工科 名古屋西

至学館 14:45 1013 至学館２nd vs 市立工業 桜台

テラスポE 16:45 2015 東海 vs 桜台 市立工業

13:00 2013 菊華Ｂ vs 惟信 昭和

15:00 3014 昭和 vs 愛工大名電Ｄ 菊華

13:00 1015 同朋Ⅱ vs 旭丘 名経大市邨

15:00 4013 名経大市邨 vs 愛知総合工科２nd 同朋

13:00 3016 熱田３rd vs 愛知Ｂ 名古屋大谷

15:00 4012 名古屋大谷 vs 熱田４th 愛知

13:30 1014 中村 vs 松蔭Ｂ 鳴海

15:30 2011 鳴海 vs 名東３rd 松蔭

日程 会場 K.O時刻 コード 審判
6/4 名東 9:00 1026 同朋Ⅱ vs 名東２nd 第三者

9:30 3024 明和 vs 同朋Ⅲ 名古屋国際

11:30 4025 名古屋国際 vs 同朋Ⅳ 明和

愛工大名電 10:00 3023 向陽 vs 愛工大名電Ｄ 第三者

享栄 8:50 1023 享栄 vs 松蔭Ｂ 熱田

テラスポ 10:45 3026 享栄２nd vs 熱田３rd 松蔭

14:00 2023 名城大付属 vs 名古屋工科 至学館

16:00 1024 至学館２nd vs 旭丘 名城大付属

13:00 2025 瑞陵 vs 富田 愛知

15:00 3025 昭和 vs 愛知Ｂ 瑞陵

9:30 2026 東海 vs 大同大大同Ｃ 名古屋大谷

11:30 4023 名古屋大谷 vs 大同大大同Ｄ 東海

13:30 3022 Ｃ．Ｃ．デソーニョ vs 名古屋南 天白

15:30 4024 名経大市邨 vs 天白B Ｃ．Ｃ．デソーニョ

13:00 1022 市立工業 vs 市立北 名古屋工業

15:00 4021 名古屋工業 vs 熱田４th 市立北

13:00 2022 惟信 vs 名東３rd 南山

15:00 3021 名古屋西 vs 南山 名東

緑 14:00 2021 鳴海 vs 緑 愛工大名電

13:30 1025 中村 vs 愛知総合工科 菊華

15:30 2024 菊華Ｂ vs 桜台 愛知総合工科

名経大高蔵
テラスポE
テラスポW 16:45 4026 名経大高蔵４th vs 山田 東邦

日程 会場 K.O時刻 コード 審判
6/4 同朋 9:00 4034 名古屋大谷 vs 同朋Ⅳ 第三者

享栄
テラスポ鶴舞

享栄
港サッカー場

9:30 1036 中村 vs 同朋Ⅱ Ｃ．Ｃ．デソーニョ

11:30 3031 名古屋西 vs Ｃ．Ｃ．デソーニョ 中村

13:00 2034 名城大付属 vs 富田 愛知総合工科

15:00 4031 名古屋工業 vs 愛知総合工科２nd 名城大付属

13:00 1033 旭丘 vs 市立北 東海

15:00 2036 瑞陵 vs 東海 旭丘

13:00 1031 東邦３rd vs 市立工業 愛工大名電

15:00 3032 愛工大名電Ｄ vs 南山 東邦

13:30 2035 菊華Ｂ vs 大同大大同Ｃ 熱田

15:30 4032 大同大大同Ｄ vs 熱田４th 菊華

13:00 2031 鳴海 vs 惟信 愛知

15:00 3034 向陽 vs 愛知Ｂ 鳴海

13:30 3033 同朋Ⅲ vs 名古屋南 名古屋国際

15:30 4036 名古屋国際 vs 名経大高蔵４th 同朋

14:00 2032 名古屋工科 vs 緑 名経大市邨

16:00 4035 名経大市邨 vs 山田 名古屋工科

13:00 3035 明和 vs 熱田３rd 名経大高蔵

15:00 1032 松蔭Ｂ vs 名経大高蔵３rd 明和

13:00 1035 至学館２nd vs 名東２nd 桜台

15:00 2033 桜台 VS 名東３rd 至学館

富田

熱田
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同朋

愛知総合工科 昭和
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K.O(キックオフ)時刻：①9:30 ②11:30 ③13:30 ④15:30 A10:00 B12:00 C14:00 D16:00

日程 会場 K.O時刻 コード 審判
享栄 8:50 1045 享栄 vs 同朋Ⅱ 向陽

テラスポE 10:45 3045 向陽 vs 享栄２nd 同朋

14:00 2041 鳴海 vs 名古屋工科 昭和

16:00 3046 明和 vs 昭和 鳴海

13:00 1042 旭丘 vs 市立工業 愛知

15:00 3043 愛知Ｂ vs 南山 市立工業

13:00 2043 富田 vs 緑 愛工大名電

15:00 3041 名古屋西 vs 愛工大名電Ｄ 緑

13:00 1044 名東２nd vs 市立北 菊華

15:00 2046 菊華Ｂ vs 瑞陵 名東

11:00 3044 熱田３rd vs 名古屋南 同朋

13:00 4043 同朋Ⅳ vs 熱田４th 名古屋南

9:30 3042 同朋Ⅲ vs Ｃ．Ｃ．デソーニョ 至学館

11:30 1046 至学館２nd vs 中村 Ｃ．Ｃ．デソーニョ

9:30 2044 大同大大同Ｃ vs 名東３rd 名古屋工業

11:30 4041 名古屋工業 vs 大同大大同Ｄ 名東

13:00 2042 桜台 vs 惟信 名経大市邨

15:00 4046 名経大市邨 vs 名古屋国際 桜台

9:30 1041 東邦３rd vs 松蔭Ｂ 名古屋大谷

11:30 4045 名古屋大谷 vs 名経大高蔵４th 東邦

10:00 1043 愛知総合工科 vs 名経大高蔵３rd 名城大付属

12:00 4042 天白B vs 愛知総合工科２nd 名経大高蔵

14:00 2045 名城大付属 vs 東海 天白

日程 会場 K.O時刻 コード 審判
享栄 8:50 1056 享栄 vs 至学館２nd 南山

テラスポE 10:45 3054 享栄２nd vs 南山 至学館

13:00 1051 東邦３rd vs 旭丘 名経大市邨

15:00 4056 名古屋大谷 vs 名経大市邨 東邦

13:00 2052 富田 vs 名古屋工科 名古屋工業

15:00 4051 名古屋工業 vs 天白B 名古屋工科

9:30 1055 中村 vs 市立北 瑞陵

11:30 2055 瑞陵 vs 名東３rd 中村

9:30 3055 昭和 vs 名古屋南 名城大付属

11:30 2056 名城大付属 vs 菊華Ｂ 昭和

13:00 1052 愛知総合工科 vs 松蔭Ｂ 愛工大名電

15:00 3052 愛知Ｂ vs 愛工大名電Ｄ 愛知総合工科

名経大高蔵
名経大G

9:30 3051 名古屋西 vs 同朋Ⅲ 桜台

11:30 2051 鳴海 vs 桜台 名古屋西

9:30 1053 名東２nd vs 市立工業 山田

11:30 4053 山田 vs 愛知総合工科２nd 名東

9:30 2053 大同大大同Ｃ vs 惟信 同朋

11:30 4052 同朋Ⅳ vs 大同大大同Ｄ 惟信

9:30 2054 東海 vs 緑 向陽

11:30 3056 向陽 vs 明和 東海

14:00 3053 熱田３rd vs Ｃ．Ｃ．デソーニョ 名経大高蔵

16:00 4054 名経大高蔵４th vs 熱田４th Ｃ．Ｃ．デソーニョ
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K.O(キックオフ)時刻：①9:30 ②11:30 ③13:30 ④15:30 A10:00 B12:00 C14:00 D16:00

日程 会場 K.O時刻 コード 審判
12:00 3062 熱田３rd vs 同朋Ⅲ 名経大市邨

14:00 4065 名経大市邨 vs 熱田４th 同朋

13:30 2062 大同大大同Ｃ vs 桜台 名経大高蔵

15:30 4063 名経大高蔵４th vs 大同大大同Ｄ 桜台

13:00 1062 名東２nd vs 旭丘 瑞陵

15:00 2064 瑞陵 vs 惟信 名東

9:30 2065 菊華Ｂ vs 緑 名古屋工業

11:30 4061 名古屋工業 vs 同朋Ⅳ 菊華

13:30 3066 向陽 vs 名古屋南 名城大付属

15:30 2066 名城大付属 vs 名東３rd 向陽

愛知 14:00 1063 同朋Ⅱ vs 松蔭Ｂ 愛知

愛知学院大学 16:00 3061 名古屋西 vs 愛知Ｂ 同朋

9:30 2061 鳴海 vs 富田 南山

11:30 3065 明和 vs 南山 富田

市立工業 9:30 1064 中村 vs 市立工業 山田

10:00 1061 東邦３rd vs 愛知総合工科 東海

12:00 4064 名古屋国際 vs 愛知総合工科２nd 東邦

14:00 2063 東海 vs 名古屋工科 名古屋国際

名経大高蔵 16:50 1065 至学館２nd vs 名経大高蔵３rd Ｃ．Ｃ．デソーニョ

テラスポW 18:45 3064 昭和 vs Ｃ．Ｃ．デソーニョ 至学館

享栄 16:50 1066 享栄 vs 市立北 愛工大名電

テラスポE 18:45 3063 享栄２nd vs 愛工大名電Ｄ 市立北

7/16 天白 11:30 4062 山田 vs 天白B 第三者

日程 会場 K.O時刻 コード 審判
享栄 8:50 1075 享栄 vs 市立工業 愛知

テラスポE 10:45 3072 享栄２nd vs 愛知Ｂ 市立工業

9:30 1072 同朋Ⅱ vs 愛知総合工科 向陽

11:30 3073 昭和 vs 同朋Ⅲ 愛知総合工科

13:30 3075 向陽 vs Ｃ．Ｃ．デソーニョ 昭和

旭丘 13:00 1073 中村 vs 旭丘 瑞陵

富田 13:00 2072 東海 vs 富田 天白

名経大高蔵 10:50 1076 名経大高蔵３rd vs 市立北 同朋

テラスポW 12:50 4072 名経大高蔵４th vs 同朋Ⅳ 市立北

名古屋南 13:30 3076 南山 vs 名古屋南 名古屋大谷

名古屋工科 14:00 2074 菊華Ｂ vs 名古屋工科 明和

9:30 4071 名古屋工業 vs 山田 東邦

11:30 1071 東邦３rd vs 名東２nd 山田

9:00 3071 名古屋西 vs 熱田３rd 名東

11:00 2076 緑 vs 名東３rd 名古屋西

至学館 13:00 1074 至学館２nd vs 松蔭Ｂ 名古屋大谷

名商大 15:00 4075 名古屋大谷 vs 愛知総合工科２nd 松蔭

7/20 愛工大名電 17:00 3074 明和 vs 愛工大名電Ｄ 菊華

11:00 2073 瑞陵 vs 桜台 名古屋国際

13:00 4073 名古屋国際 vs 天白B 桜台

7/23 大同大大同 16:30 2071 鳴海 vs 大同大大同Ｃ 名経大市邨

8/8 大同大大同 18:00 4074 名経大市邨 vs 大同大大同Ｄ 鳴海

8/18 惟信 13:00 2075 名城大付属 vs 惟信 第三者

日程 会場 K.O時刻 コード 審判
13:30 1082 中村 vs 名東２nd 天白

15:30 4084 名古屋大谷 vs 天白B 名東

13:30 3085 愛工大名電Ｄ vs 名古屋南 名古屋西

15:30 3081 名古屋西 vs 享栄２nd 愛工大名電

10:00 1083 至学館２nd vs 愛知総合工科 熱田

12:00 4086 愛知総合工科２nd vs 熱田４th 至学館

14:00 2086 惟信 vs 緑 明和

16:00 3083 明和 vs 愛知Ｂ 惟信

16:30 2082 瑞陵 vs 大同大大同Ｃ 名経大市邨

18:30 4083 名経大市邨 vs 同朋Ⅳ 瑞陵

14:00 2085 名古屋工科 vs 名東３rd 南山

16:00 3086 Ｃ．Ｃ．デソーニョ vs 南山 名東

13:00 3082 昭和 vs 熱田３rd 菊華

15:00 2083 菊華Ｂ vs 富田 昭和

9:30 1081 東邦３rd vs 同朋Ⅱ 桜台

11:30 3084 向陽 vs 同朋Ⅲ 東邦

13:30 2084 名城大付属 vs 桜台 向陽

9:30 4082 名古屋国際 vs 山田 鳴海

11:30 2081 鳴海 vs 東海 名古屋国際

享栄
テラスポ

名経大高蔵 12:50 1086 市立工業 vs 名経大高蔵３rd 名古屋工業

テラスポＷ 14:45 4081 名古屋工業 vs 名経大高蔵４th 市立工業

10/30 松蔭 9:30 1085 松蔭Ｂ vs 市立北 第三者
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K.O(キックオフ)時刻：①9:30 ②11:30 ③13:30 ④15:30 A10:00 B12:00 C14:00 D16:00

日程 会場 K.O時刻 コード 審判
9:30 1096 松蔭Ｂ vs 市立工業 愛工大名電

11:30 3096 愛工大名電Ｄ vs Ｃ．Ｃ．デソーニョ 松蔭

13:30 3094 愛知Ｂ vs 名古屋南 東海

15:30 2092 菊華Ｂ vs 東海 愛知

9:30 2091 鳴海 vs 瑞陵 中村

11:30 1091 東邦３rd vs 中村 瑞陵

至学館 13:30 1092 至学館２nd vs 同朋Ⅱ 南山

名商大 3095 同朋Ⅲ vs 南山 延

9:30 4091 名古屋工業 vs 名古屋国際 明和

11:30 1095 旭丘 vs 名経大高蔵３rd 名古屋国際

13:30 3092 明和 vs 享栄２nd 名経大高蔵

9:00 3093 向陽 vs 熱田３rd 緑

11:00 2095 桜台 vs 緑 向陽

13:00 4092 名経大市邨 vs 名経大高蔵４th 桜台

4095 天白B vs 熱田４th 延

9:30 2094 富田 vs 名東３rd 名古屋大谷

11:30 4093 名古屋大谷 vs 山田 富田

9:30 1094 愛知総合工科 vs 市立北 名古屋工科

11:30 2096 名古屋工科 vs 惟信 愛知総合工科

9:30 3091 名古屋西 vs 昭和 名城大付属

11:30 2093 名城大付属 vs 大同大大同Ｃ 昭和

享栄 13:00 1093 享栄 vs 名東２nd 愛知総合工科

瑞穂北陸 14:50 4096 大同大大同Ｄ vs 愛知総合工科２nd 名東

日程 会場 K.O時刻 コード 審判
至学館 13:00 1101 東邦３rd vs 至学館２nd 惟信

名商大 15:00 2105 富田 vs 惟信 至学館

13:00 1103 同朋Ⅱ vs 市立北 菊華

15:00 2101 鳴海 vs 菊華Ｂ 同朋

享栄 9:20 1102 享栄 vs 中村 名古屋南

元浜ｻｯｶｰ場 11:10 3103 享栄２nd vs 名古屋南 中村

名経大高蔵
テラスポ

9:30 1105 愛知総合工科 vs 市立工業 名古屋工科

11:30 2106 桜台 vs 名古屋工科 愛知総合工科

13:30 4104 山田 vs 熱田４th 南山

15:30 3104 熱田３rd vs 南山 山田

9:30 4101 名古屋工業 vs 名経大市邨 瑞陵

11:30 2102 名城大付属 vs 瑞陵 名経大市邨

9:00 2104 大同大大同Ｃ vs 緑 天白

11:00 4106 天白B vs 大同大大同Ｄ 緑

9:30 3106 同朋Ⅲ vs 愛工大名電Ｄ 愛知総合工科

11:30 4105 同朋Ⅳ vs 愛知総合工科２nd 愛工大名電

9:30 2103 東海 vs 名東３rd 向陽

11:30 3102 向陽 vs 昭和 東海

9:30 1106 旭丘 vs 松蔭Ｂ Ｃ．Ｃ．デソーニョ

11:30 3105 愛知Ｂ vs Ｃ．Ｃ．デソーニョ 松蔭

9:30 3101 名古屋西 vs 明和 名古屋大谷

11:30 4102 名古屋大谷 vs 名古屋国際 明和

日程 会場 K.O時刻 コード 審判
13:00 1116 愛知総合工科 vs 旭丘 鳴海

15:00 2111 鳴海 vs 名城大付属 愛知総合工科

13:00 2116 富田 vs 桜台 市立北

15:00 1112 至学館２nd vs 市立北 桜台

9:30 3112 明和 vs 名古屋南 名東

11:30 2112 菊華Ｂ vs 名東３rd 明和

9:30 4111 名古屋工業 vs 名古屋大谷 昭和

11:30 3113 昭和 vs 南山 名古屋大谷

13:00 2114 東海 vs 惟信 名経大高蔵

15:00 4114 名経大高蔵４th vs 愛知総合工科２nd 東海

9:30 3116 愛知Ｂ vs 同朋Ⅲ 天白

11:30 4116 同朋Ⅳ vs 天白B 愛知

13:30 1113 中村 vs 名経大高蔵３rd 名古屋西

15:30 3111 名古屋西 vs 向陽 名経大高蔵

享栄 8:50 1111 東邦３rd vs 享栄 Ｃ．Ｃ．デソーニョ

テラスポE 10:45 3114 享栄２nd vs Ｃ．Ｃ．デソーニョ 東邦

9:30 1115 名東２nd vs 松蔭Ｂ 緑

11:30 2113 瑞陵 vs 緑 名東

9:00 2115 大同大大同Ｃ vs 名古屋工科 山田

11:00 1114 同朋Ⅱ vs 市立工業 名古屋工科

13:00 4115 山田 vs 大同大大同Ｄ 市立工業

12:00 3115 熱田３rd vs 愛工大名電Ｄ 名古屋国際

14:00 4113 名古屋国際 vs 熱田４th 愛工大名電

VS名東２nd110410:30

対戦

熱田

対戦

熱田

市立工業
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