
4月28日

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 ペレニアル14 - 竜神FC14 相互 9:00 梅坪台 - 甲山中 相互
10:00 ペレニアル14B - 竜神FC14B 相互 10:00 ＶＩＤＡホッツ - リベラール 相互
11:00 ＯＷＬＥＴ14 - 竜神FC14 相互 11:00 梅坪台Ｂ - リベラールＢ 相互
12:00 ＯＷＬＥＴ14B - 竜神FC14B 相互 12:00 ＶＩＤＡホッツ - 甲山中 相互
13:00 ペレニアル14 - ＯＷＬＥＴ14 相互 13:00 梅坪台 - リベラール 相互
14:00 ペレニアル14B - ＯＷＬＥＴ14B 相互 14:00 ＶＩＤＡホッツＢ - 甲山中Ｂ 相互
15:00 相互 15:00 リベラール - 甲山中 相互
16:00 相互 16:00 梅坪台 - ＶＩＤＡホッツ 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 豊田AFC13 - Despirado13 相互 9:00 若園SC - SC豊田 相互
10:00 豊田AFC13B - Despirado13B 相互 10:00 ＯＷＬＥＴ - 藤岡ＪＦＣ 相互
11:00 CELESTINO13 - Despirado13 相互 11:00 ＯＷＬＥＴ - SC豊田 相互
12:00 CELESTINO13B - Despirado13B 相互 12:00 若園ＳＣ - 藤岡ＪＦＣ 相互
13:00 豊田AFC13 - CELESTINO13 相互 13:00 ＯＷＬＥＴＢ - 藤岡ＪＦＣＢ 相互
14:00 豊田AFC13B - CELESTINO13B 相互 14:00 ＯＷＬＥＴ - 若園ＳＣ 相互
15:00 - 相互 15:00 - 相互
16:00 - 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:30 朝日丘 - 刈谷ＪＹ 相互 9:00 阿久比中 - 浄水中 相互
10:40 朝日丘B - 刈谷ＪＹＢ 相互 10:00 阿久比中B - 浄水中B 相互
11:30 岐南中 - 刈谷ＪＹ 相互 11:00 デューミラン - 浄水中 相互
12:40 岐南中B - 刈谷ＪＹＢ 相互 12:00 デューミランB - 浄水中B 相互
13:30 朝日丘 - 岐南中 相互 13:00 阿久比中 - デューミラン 相互
14:40 朝日丘B - 岐南中B 相互 14:00 阿久比中B - デューミランB 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 SC豊田14 - 高浜FC14 相互 9:00 SC豊田13 - 瀬戸FC13 相互
10:00 名東クラブ14 - VIDAホッツ14 相互 10:00 名東クラブ13 - VIDAホッツ14 相互
11:00 SC豊田14B - VIDAホッツ14B 相互 11:00 SC豊田13B - VIDAホッツ14B 相互
12:00 名東クラブ14 - 高浜FC14 相互 12:00 名東クラブ13 - 瀬戸FC13 相互
13:00 SC豊田14 - VIDAホッツ14 相互 13:00 SC豊田13 - VIDAホッツ14 相互
14:00 名東クラブ14B - 高浜FC14B 相互 14:00 名東クラブ13B - 瀬戸FC13B 相互
15:00 VIDAホッツ14 - 高浜FC14 相互 15:00 VIDAホッツ14 - 瀬戸FC13 相互
16:00 SC豊田14 - 名東クラブ14 相互 16:00 SC豊田13 - 名東クラブ13 相互

柳川瀬サッカー場 柳川瀬多目的G

全試合25分ハーフ 全試合25分ハーフ

全試合25分ハーフ
全試合25分ハーフ

五ケ丘運動広場 阿久比中学校

Ａ戦30分ハーフ・Ｂ戦20分ハーフ 全試合25分ハーフ

川端A 川端B

全試合25分ハーフ 全試合25分ハーフ

川端C 若園中学校



4月29日

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 浄水中 - 碧ＦＣ 相互 9:00 - 相互
10:00 浄水中Ｂ - 碧ＦＣＢ 相互 10:00 豊田AFC13 - 高浜FC13 相互
11:00 山田中 - 碧FC 相互 11:00 豊田AFC13B - 高浜FC13B 相互
12:00 山田中Ｂ - 碧FCＢ 相互 12:00 豊田AFC13 - フォレスタ関13 相互
13:00 浄水中 - 山田中 相互 13:00 豊田AFC13B - フォレスタ関13B 相互
14:00 浄水中Ｂ - 山田中B 相互 14:00 名東クラブ - 高浜FC13 相互
15:00 - 相互 15:00 名東クラブ - フォレスタ関13 相互
16:00 - 相互 16:00 名東クラブ - 豊田AFC13 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 - 相互 9:00 竜神ＦＣ14 - Ｄｅｓｐｉｒａｄｏ14 相互
10:00 山田中13 - フォレスタ関13 相互 10:10 ＳＣ豊田14 - ＦＣスチーム京都14 相互
11:00 山田中13B - フォレスタ関13B 相互 11:20 竜神ＦＣ14Ｂ - Ｄｅｓｐｉｒａｄｏ14Ｂ 相互
12:00 山田中13 - 高浜FC13 相互 12:10 ＳＣ豊田14Ｂ - ＦＣスチーム京都14Ｂ 相互
13:00 山田中13B - 高浜FC13B 相互 13:00 竜神ＦＣ14 - ＦＣスチーム京都14 相互
14:00 山田中13 - 豊田AFC13 相互 14:10 ＳＣ豊田14 - Ｄｅｓｐｉｒａｄｏ14 相互
15:00 - 相互 15:20 竜神ＦＣ14Ｂ - ＦＣスチーム京都14Ｂ 相互
16:00 - 相互 16:10 ＳＣ豊田14Ｂ - Ｄｅｓｐｉｒａｄｏ14Ｂ 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:30 ペレニアル14 - 高浜ＦＣ14 相互 9:00 阿久比中 - 甲山中 相互
10:30 瀬戸ＦＣ14 - JOYFUT14 相互 10:00 阿久比中B - 甲山中B 相互
11:30 瀬戸ＦＣ14 - 高浜ＦＣ14 相互 11:00 藤岡JFC - 甲山中 相互
12:30 ペレニアル14 - JOYFUT14 相互 12:00 藤岡JFCB - 甲山中B 相互
13:30 高浜ＦＣ14 - JOYFUT14 相互 13:00 阿久比中 - 藤岡JFC 相互
14:30 ペレニアル14 - 瀬戸ＦＣ14 相互 14:00 阿久比中B - 藤岡JFCB 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:30 ＳＣ豊田 - 大府北中 相互 9:30 梅坪台 - 名東クラブ 相互
10:40 豊田AFCB - 大府北中B 相互 10:40 梅坪台B - 名東クラブB 相互
11:30 ＳＣ豊田 - 半田中 相互 11:30 岐南中 - 名東クラブ 相互
12:40 豊田AFC - 大府北中 相互 12:40 岐南中B - 梅坪台B 相互
13:50 豊田AFCB - 半田中B 相互 13:30 梅坪台 - 岐南中 相互
14:40 豊田AFC - 半田中 相互 14:40 梅坪台B - 岐南中B 相互
15:50 大府北中B - 半田中B 相互 15:30 - 相互

- 相互

柳川瀬サッカー場 豊田市運動公園陸上競技場

Ａ戦30分ハーフ・Ｂ戦20分ハーフ
Ａ戦30分ハーフ・Ｂ戦20分ハーフ

全試合25分ハーフ Ａ戦30分ハーフ・Ｂ戦20分ハーフ

五ケ丘運動広場 阿久比中学校

全試合25分ハーフ 全試合25分ハーフ

川端A 川端B

全試合25分ハーフ 全試合25分ハーフ

川端C 高岡公園A



4月30日

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 若園ＳＣ - ＶＩＤＡホッツ 相互 9:00 豊田ＪＹ14 - 瀬戸ＦＣ14 相互
10:00 若園ＳＣＢ - ＶＩＤＡホッツＢ 相互 10:00 豊田ＪＹ14 - 水口中14 相互
11:00 水口中 - ＶＩＤＡホッツ 相互 11:00 豊田ＪＹ14 - JOYFUT14 相互
12:00 水口中Ｂ - ＶＩＤＡホッツＢ 相互 12:00 水口中14 - 瀬戸ＦＣ14 相互
13:00 若園ＳＣ - 水口中 相互 13:00 JOYFUT14 - 瀬戸ＦＣ14 相互
14:00 若園ＳＣＢ - 水口中Ｂ 相互 14:00 JOYFUT14 - 水口中14 相互
15:00 - 相互 15:00 - 相互
16:00 - 相互 16:00 - 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:30 竜神FC14 - VIDAホッツ14 相互 9:30 日比野中 - 半田中 相互
10:40 竜神FC14B - VIDAホッツ14B 相互 10:40 日比野中B - 半田中B 相互
11:30 デューミラン14 - VIDAホッツ14 相互 11:30 一身田中 - 半田中 相互
12:40 デューミラン14B - VIDAホッツ14B 相互 12:40 一身田中B - 半田中B 相互
13:30 竜神FC14 - デューミラン14 相互 13:30 日比野中 - 一身田中 相互
14:40 竜神FC14B - デューミラン14B 相互 14:40 日比野中B - 一身田中B 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
7:45 梅坪台 - 浄水中 相互 9:00 御田中 - 碧FC 相互
8:55 梅坪台B - 浄水中B 相互 10:00 御田中B - 碧FCB 相互
9:45 橋南中 - 浄水中 相互 11:00 大府北中 - 碧FC 相互
10:55 橋南中B - 浄水中B 相互 12:00 大府北中Ｂ - 碧FCB 相互
11:45 梅坪台 - 橋南中 相互 13:00 御田中 - 大府北中 相互
12:55 梅坪台B - 橋南中B 相互 14:00 御田中B - 大府北中Ｂ 相互

15:00 - 相互
16:00 - 相互

開始時間 主審
9:30 ペレニアル14 - 名東クラブ14 相互 豊田AFC Despirado
10:40 ペレニアル14B - 名東クラブ14B 相互 名東クラブ VIDAホッツ
11:30 FCスチーム京都14 - 名東クラブ14 相互 CELESTINO 高浜FC
12:40 FCスチーム京都14B - 名東クラブ14B 相互
13:30 ペレニアル14 - FCスチーム京都14 相互 ※組み合わせは後日発表
14:40 ペレニアル14B - FCスチーム京都14B 相互

東山運動広場 柳川瀬サッカー場・多目的G

Ａ戦30分ハーフ・Ｂ戦20分ハーフ

Ａ戦30分ハーフ・Ｂ戦20分ハーフ Ａ戦30分ハーフ・Ｂ戦20分ハーフ

東海フットサル 御田中学校

A戦30分ハーフ、B戦20分ハーフ
13:45までに日程終了

全試合25分ハーフ

若園中学校 若園運動広場

全試合25分ハーフ 全試合25分ハーフ

五ケ丘運動広場 豊田市運動公園陸上競技場


