
5月3日

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 浄水中 - 駒方中 相互 9:00 名古屋98 - 中央中 相互
10:00 久居中 - 彦根東中 相互 10:00 橋北中Ｂ - 中央中Ｂ 相互
11:00 久居中Ｂ - 名古屋98Ｂ 相互 11:00 駒方中 - 橋北中 相互
12:00 浄水中 - 彦根東中 相互 12:00 彦根東中B - 久居中Ｂ 相互
13:00 久居中 - 名古屋98 相互 13:00 駒方中Ｂ - 橋北中Ｂ 相互
14:00 浄水中Ｂ - 彦根東中Ｂ 相互 14:00 橋北中 - 中央中 相互
15:00 名古屋98 - 彦根東中 相互 15:00 久居中Ｂ - 中央中Ｂ 相互
16:00 浄水中 - 久居中 相互 16:00 駒方中 - 久居中 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 緑ＦＣ14 - rabona一宮 相互 9:00 ペレニアル14 - 碧南ＦＣ14 相互
10:00 rabona一宮 - 東海ＦＣ14 相互 10:00 ペレニアル14Ｂ - 碧南ＦＣ14Ｂ 相互
11:00 緑ＦＣ14 - 東海ＦＣ14 相互 11:00 朱六FC14 - rabona一宮 相互
12:00 碧南ＦＣ14 - 朱六FC14 相互 12:00 朱六FC14Ｂ - rabona一宮 相互
13:00 朱六FC14 - 東海ＦＣ14 相互 13:00 rabona一宮 - 碧南ＦＣ14 相互
14:00 朱六FC14Ｂ - 東海ＦＣ14Ｂ 相互 14:00 ペレニアル14 - 碧南ＦＣ14 相互
15:00 緑ＦＣ14 - 朱六FC14 相互 15:00 rabona一宮 - 朱六FC14 相互
16:00 緑ＦＣ14Ｂ - 朱六FC14Ｂ 相互 16:00 ペレニアル14Ｂ - 朱六FC14Ｂ 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:30 朝日丘 - ＶＩＤＡホッツ 相互 9:00 - 相互
10:40 朝日丘Ｂ - ＶＩＤＡホッツＢ 相互 10:00 ペレニアル - 那加中 相互
11:30 ヴァリエンテ - ＶＩＤＡホッツ 相互 11:00 ペレニアルＢ - 那加中Ｂ 相互
12:40 ヴァリエンテＢ - ＶＩＤＡホッツＢ 相互 12:00 久保中 - 那加中 相互
13:30 朝日丘 - ヴァリエンテ 相互 13:00 久保中Ｂ - 那加中Ｂ 相互
14:40 朝日丘Ｂ - ヴァリエンテＢ 相互 14:00 ペレニアル - 久保中 相互

15:00 ペレニアルＢ - 久保中Ｂ 相互
16:00 - 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 - 相互 9:00 緑ＦＣ13 - 東海ＦＣ13 相互
10:00 竜神ＦＣ - 蘇原中 相互 10:00 デューミラン13 - 朱六FC13 相互
11:00 竜神ＦＣＢ - 蘇原中Ｂ 相互 11:00 デューミラン13Ｂ - 東海ＦＣ13Ｂ 相互
12:00 名張中 - 蘇原中 相互 12:00 緑ＦＣ13 - 朱六FC13 相互
13:00 名張中Ｂ - 蘇原中Ｂ 相互 13:00 デューミラン13 - 東海ＦＣ13 相互
14:00 竜神ＦＣ - 名張中 相互 14:00 緑ＦＣ13Ｂ - 朱六FC13Ｂ 相互
15:00 竜神ＦＣＢ - 名張中Ｂ 相互 15:00 東海ＦＣ13 - 朱六FC13 相互
16:00 - 相互 16:00 緑ＦＣ13 - デューミラン13 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 豊田ＡＦＣ13 - ＶＩＤＡホッツ13 相互 9:00 DREAM14 - ＶＩＤＡホッツ14 相互
10:00 豊田ＡＦＣ13 - リベラール13 相互 10:00 シエロＦＣ14 - リベラール14 相互
11:00 シエロ14Ｂ - ＶＩＤＡホッツ14Ｂ 相互 11:00 DREAM13 - シエロＦＣ13 相互
12:00 リベラール13 - ＶＩＤＡホッツ13 相互 12:00 DREAM14 - リベラール14 相互
13:00 シエロ14 - ＶＩＤＡホッツ14 相互 13:00 DREAM13 - 豊田ＡＦＣ13 相互
14:00 豊田ＡＦＣ13 - シエロＦＣ13 相互 14:00 DREAM14B - リベラール14Ｂ 相互
15:00 ＶＩＤＡホッツ14 - リベラール14 相互 15:00 DREAM13 - リベラール13 相互
16:00 ＶＩＤＡホッツ13 - シエロＦＣ13 相互 16:00 DREAM14 - シエロＦＣ14Ｂ 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 大高中 - 大府北中 相互 9:00 - 相互
10:00 久居東中 - 羽島中 相互 10:00 日比野中 - デューミラン 相互
11:00 久居東中Ｂ - 大府北中Ｂ 相互 11:00 日比野中Ｂ - デューミランＢ 相互
12:00 大高中 - 羽島中 相互 12:00 名張北中 - デューミラン 相互
13:00 久居東中 - 大府北中 相互 13:00 名張北中Ｂ - デューミランＢ 相互
14:00 大高中Ｂ - 羽島中Ｂ 相互 14:00 日比野中 - 名張北中 相互
15:00 大府北中 - 羽島中 相互 15:00 日比野中Ｂ - 名張北中Ｂ 相互
16:00 大高中 - 久居東中 相互 16:00 - 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 梅坪台 - 帝京可児中 相互 10:00 名東クラブ - セパラーダ 相互
10:10 城内ＦＣ - 八風中 相互 11:10 名東クラブＢ - セパラーダＢ 相互
11:20 梅坪台Ｂ - 城内ＦＣＢ 相互 12:00 ヴァリエンテ - セパラーダ 相互
11:50 帝京可児中Ｂ - 八風中Ｂ 相互 13:10 ヴァリエンテＢ - セパラーダＢ 相互
12:20 梅坪台 - 八風中 相互 14:00 名東クラブ - ヴァリエンテ 相互
13:30 城内ＦＣ - 帝京可児中 相互 15:10 名東クラブＢ - ヴァリエンテＢ 相互
14:40 城内ＦＣＢ - 帝京可児中Ｂ 相互
15:10 梅坪台Ｂ - 八風中Ｂ 相互

豊田市運動公園陸上競技場

Ａ戦30分ハーフ・Ｂ戦15分×2

中央公園

Ａ戦30分ハーフ・Ｂ戦20分ハーフ

高岡少年サッカー場

全試合25分ハーフ

日比野中学校

全試合25分ハーフ

高岡公園Ａ 高岡公園Ｂ

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

若園運動広場 柳川瀬多目的G

全試合25分ハーフ 全試合25分ハーフ

五ケ丘運動広場 東山運動広場

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

Ａ戦30分ハーフ・Ｂ戦20分ハーフ

川端C 川端Ｄコート



5月4日

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 rabona一宮 - DREAM14 相互 9:00 浄水中 - デューミラン 相互
10:00 rabona一宮Ｂ - DREAM14Ｂ 相互 10:00 ヴァリエンテ - 久居中 相互
11:00 rabona一宮 - ペレニアル14 相互 11:00 ヴァリエンテＢ - デューミランＢ 相互
12:00 ペレニアル14Ｂ - DREAM14Ｂ 相互 12:00 浄水中 - 久居中 相互
13:00 大垣西部中14 - DREAM14 相互 13:00 ヴァリエンテ - デューミラン 相互
14:00 ペレニアル14Ｂ - rabona一宮 相互 14:00 浄水中Ｂ - 久居中Ｂ 相互
15:00 rabona一宮 - 大垣西部中14 相互 15:00 デューミラン - ヴァリエンテ 相互
16:00 ペレニアル14 - 大垣西部中14 相互 16:00 浄水中 - ヴァリエンテ 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 ヴァリエンテ - 久保中 相互 9:00 ヴァリエンテ - 久居中 相互
10:00 助光中 - 蘇原中 相互 10:00 緑ＦＣ13 - 久居中Ｂ 相互
11:00 助光中Ｂ - 久保中Ｂ 相互 11:00 緑ＦＣ13Ｂ - DREAM13Ｂ 相互
12:00 ヴァリエンテ - 蘇原中 相互 12:00 フォレスタ関13 - 緑ＦＣ13 相互
13:00 助光中 - 久保中 相互 13:00 フォレスタ関13Ｂ - 久居中Ｂ 相互
14:00 ヴァリエンテＢ - 蘇原中Ｂ 相互 14:00 DREAM13 - 緑ＦＣ13 相互
15:00 ヴァリエンテ - 助光中 相互 15:00 DREAM13 - フォレスタ関13 相互
16:00 久保中 - 蘇原中 相互 16:00 DREAM13Ｂ - フォレスタ関13Ｂ 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 緑ＦＣ14 - 碧南ＦＣ14 相互 9:00 - 相互
10:00 緑ＦＣ14Ｂ - 碧南ＦＣ14Ｂ 相互 10:00 ペレニアル - 大垣西部中 相互
11:00 レオーネＦＣ14 - 碧南ＦＣ14 相互 11:00 ペレニアルＢ - 大垣西部中Ｂ 相互
12:00 レオーネＦＣ14Ｂ - 碧南ＦＣ14Ｂ 相互 12:00 名張北中 - 大垣西部中 相互
13:00 緑ＦＣ14 - レオーネＦＣ14 相互 13:00 名張北中Ｂ - 大垣西部中Ｂ 相互
14:00 緑ＦＣ14Ｂ - レオーネＦＣ14Ｂ 相互 14:00 ペレニアル - 名張北中 相互
15:00 - 相互 15:00 ペレニアルＢ - 名張北中Ｂ 相互
16:00 - 相互 16:00 - 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 ＳＣ豊田14 - 朱六FC14 相互 9:00 ＦＣ豊川14 - 東海ＦＣ14 相互
10:00 シエロＦＣ14 - リベラール14 相互 10:00 ＯＷＬＥＴ14 - 朱六FC14 相互
11:00 シエロＦＣ14Ｂ - 朱六FC14Ｂ 相互 11:00 ＯＷＬＥＴ14Ｂ - 東海ＦＣ14Ｂ 相互
12:00 ＳＣ豊田14 - リベラール14 相互 12:00 ＦＣ豊川14 - 朱六FC14 相互
13:00 シエロＦＣ14 - 朱六FC14 相互 13:00 ＯＷＬＥＴ14 - 東海ＦＣ14 相互
14:00 ＳＣ豊田14Ｂ - リベラール14Ｂ 相互 14:00 ＦＣ豊川14Ｂ - 朱六FC14Ｂ 相互
15:00 朱六FC14 - リベラール14 相互 15:00 ＯＷＬＥＴ14 - ＦＣ豊川14 相互
16:00 ＳＣ豊田14 - シエロＦＣ14 相互 16:00 東海ＦＣ14 - 朱六FC14 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 ＦＣ豊川13 - シエロＦＣ13 相互 9:00 ＳＣ豊田13 - 東海ＦＣ13 相互
10:00 朱六FC13 - Ｄｅｓｐｉｒａｄｏ13 相互 10:00 ＳＣ豊田13Ｂ - 東海ＦＣ13Ｂ 相互
11:00 朱六FC13Ｂ - シエロＦＣ13Ｂ 相互 11:00 デューミラン13 - 東海ＦＣ13 相互
12:00 ＦＣ豊川13 - Ｄｅｓｐｉｒａｄｏ13 相互 12:00 デューミラン13Ｂ - 東海ＦＣ13Ｂ 相互
13:00 朱六FC13 - シエロＦＣ13 相互 13:00 ＳＣ豊田13 - デューミラン13 相互
14:00 ＦＣ豊川13Ｂ - Ｄｅｓｐｉｒａｄｏ13Ｂ 相互 14:00 ＳＣ豊田13Ｂ - デューミラン13Ｂ 相互
15:00 シエロＦＣ13 - Ｄｅｓｐｉｒａｄｏ13 相互 15:00 - 相互
16:00 ＦＣ豊川13 - 朱六FC13 相互 16:00 - 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 - 相互 9:30 梅坪台 - 彦根東中 相互
10:00 御田中 - 山田中 相互 10:40 梅坪台Ｂ - 彦根東中Ｂ 相互
11:00 御田中Ｂ - 山田中Ｂ 相互 11:25 那加中 - 彦根東中 相互
12:00 中央中 - 山田中 相互 12:35 那加中Ｂ - 彦根東中Ｂ 相互
13:00 中央中Ｂ - 山田中Ｂ 相互 13:20 梅坪台 - 那加中 相互
14:00 御田中 - 中央中 相互 14:30 梅坪台Ｂ - 那加中Ｂ 相互
15:00 御田中Ｂ - 中央中Ｂ 相互
16:00 - 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 - 相互 9:00 - 相互
10:00 日比野中 - 城内ＦＣ 相互 10:00 若園ＳＣ - レオーネＦＣ 相互
11:00 DREAMB - 城内ＦＣB 相互 11:00 若園ＳＣＢ - 駒方中Ｂ 相互
12:00 DREAMB - 日比野中Ｂ 相互 12:00 駒方中 - レオーネＦＣ 相互
13:00 DREAM - 城内ＦＣ 相互 13:00 駒方中Ｂ - レオーネＦＣＢ 相互
14:00 日比野中Ｂ - 城内ＦＣＢ 相互 14:00 若園ＳＣ - 駒方中 相互
15:00 日比野中 - DREAM 相互 15:00 若園ＳＣＢ - レオーネＦＣＢ 相互
16:00 - 相互 16:00 - 相互

開始時間 主審 開始時間 主審
9:00 逢妻中 - 名張中 相互 9:00 - 相互
10:00 羽島中 - ＯＷＬＥＴ 相互 10:00 豊野高校 - 朝日丘中 相互
11:00 羽島中Ｂ - 名張中Ｂ 相互 11:00 豊野高校Ｂ - 朝日丘中Ｂ 相互
12:00 逢妻中 - ＯＷＬＥＴ 相互 12:00 安城北中 - 朝日丘中 相互
13:00 羽島中 - 名張中 相互 13:00 安城北中Ｂ - 朝日丘中Ｂ 相互
14:00 逢妻中Ｂ - ＯＷＬＥＴ Ｂ 相互 14:00 豊野高校 - 安城北中 相互
15:00 名張中 - ＯＷＬＥＴ 相互 15:00 豊野高校Ｂ - 安城北中Ｂ 相互
16:00 逢妻中 - 羽島中 相互 16:00 - 相互

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 川端Ｄコート

若園運動広場

柳川瀬多目的G

全試合25分ハーフ

全試合25分ハーフ

東山運動広場

全試合25分ハーフ

高岡少年サッカー場

全試合25分ハーフ

高岡公園Ａ 高岡公園Ｂ

全試合25分ハーフ 全試合25分ハーフ

若園中学校

全試合25分ハーフ

御田中学校 中央公園

Ａ戦30分ハーフ・Ｂ戦20分ハーフ

全試合25分ハーフ

日比野中学校

逢妻中学校 豊野高校

全試合25分ハーフ 全試合25分ハーフ

全試合25分ハーフ


