
4/26 日 ゆめりあ 14:30 １部 磐田東高校 v.s 常葉橘高校 磐田東

4/29 祝 蛇塚グラウンド 15:30 １部 清水第八プレアデス v.s 藤枝順心高校 第八

5/10 日 藤枝順心高校G 13:00 １部 藤枝順心高校 v.s 愛知東邦大学 順心

5/24 日 愛知東邦大学日進G 13:00 １部 愛知東邦大学 v.s 伊賀FCくノ一サテライト 愛知

5/31 日 愛知東邦大学日進G 13:00 １部 愛知東邦大学 v.s 清水第八プレアデス 愛知

中島人工芝 15:30 １部 清水第八プレアデス v.s 常葉橘高校 第八

愛鷹スポーツ広場 14:00 ２部 桐陽高校 v.s ＦＣ岐阜ベルタ 桐陽

13:00 ２部 刈谷ＦＣプロジェクト v.s ＦＣ岐阜ベルタ 刈谷

15:00 ２部 NGU名古屋FCユース v.s 豊田レディースＦＣ 名古屋

6/27 土 瑞穂北陸上 14:30 ２部 NGU名古屋FCユース v.s 桐陽高校 名古屋

愛知東邦大学日進G 15:00 １部 愛知東邦大学 v.s 常葉橘高校 愛知

13:00 １部 伊賀FCくノ一サテライト v.s 藤枝順心高校 伊賀

15:00 ２部 豊田レディースＦＣ v.s 刈谷ＦＣプロジェクト 豊田

7/5 日 愛知東邦大学日進G 13:00 １部 愛知東邦大学 v.s 磐田東高校 愛知

12:30 １部 常葉橘高校 v.s 藤枝順心高校 常葉高

14:30 ２部 常葉橘中学校 v.s ＦＣ岐阜ベルタ 常葉中

三交Gスポーツの杜鈴鹿 11:00 １部 伊賀FCくノ一サテライト v.s 愛知東邦大学 伊賀

10:30 １部 常葉橘高校 v.s 磐田東高校 常葉高

12:30 １部 清水第八プレアデス v.s 愛知東邦大学 第八

14:30 ２部 刈谷ＦＣプロジェクト v.s 常葉橘中学校 刈谷

岐阜フットボールセンター 11:00 ２部 FC岐阜ベルタ v.s NGU名古屋FCユース 岐阜

7/20 祝 藤枝順心高校G 13:00 １部 藤枝順心高校 v.s 清水第八プレアデス 順心

愛知東邦大学日進G 13:00 １部 愛知東邦大学 v.s 藤枝順心高校 愛知

13:30 ２部 豊田レディースＦＣ v.s ＦＣ岐阜ベルタ 豊田

15:30 ２部 刈谷ＦＣプロジェクト v.s 桐陽高校 刈谷

13:00 １部 清水第八プレアデス v.s 磐田東高校 順心

15:00 ２部 桐陽高校 v.s 豊田レディースＦＣ 桐陽

各務原スポーツ広場 13:00 ２部 NGU名古屋FCユース v.s ＦＣ岐阜ベルタ 名古屋

13:00 １部 伊賀FCくノ一サテライト v.s 清水第八プレアデス 伊賀

15:00 ２部 豊田レディースＦＣ v.s NGU名古屋FCユース 豊田

8/23 日 とこはグリーンフィールド 13:00 １部 常葉橘高校 v.s 清水第八プレアデス 伊賀

8/29 土 とこはグリーンフィールド 13:30 １部 常葉橘高校 v.s 伊賀FCくノ一サテライト 常葉高

8/30 日 磐田東高校G 13:00 １部 磐田東高校 v.s 清水第八プレアデス 常葉高
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9/12 土 磐田東高校G 13:00 １部 磐田東高校 v.s 藤枝順心高校 磐田東

9/23 祝 スルガヒル 13:00 ２部 桐陽高校 v.s NGU名古屋FCユース 桐陽

10/4 日 各務原スポーツ広場 13:30 ２部 FC岐阜ベルタ v.s 常葉橘中学校 岐阜

10/11 日 上野運動公園
13：00
15：20

１部 伊賀FCくノ一サテライト v.s 磐田東高校 伊賀

10/11 日 各務原スポーツ広場 13:00 ２部 FC岐阜ベルタ v.s 刈谷ＦＣプロジェクト 岐阜

13:00 １部 藤枝順心高校 v.s 伊賀FCくノ一サテライト 順心

15:00 ２部 豊田レディースＦＣ v.s 常葉橘中学校 豊田

磐田東高校G 13:00 １部 磐田東高校 v.s 伊賀FCくノ一サテライト 磐田東

各務原スポーツ広場 13:30 ２部 FC岐阜ベルタ v.s 豊田レディースＦＣ 岐阜

11/3 祝 藤枝順心高校G 13:00 １部 藤枝順心高校 v.s 常葉橘高校 順心

11/8 日 スルガヒル 10:00 ２部 桐陽高校 v.s 常葉橘中学校 桐陽

11/15 日 口論義運動公園 ２部 豊田レディースＦＣ v.s 桐陽高校 豊田

11/23 祝 とこはグリーンフィールド 13:00 ２部 常葉橘中学校 v.s NGU名古屋FCユース 常葉中

11/28 土 豊田市運動公園 13:00 ２部 刈谷ＦＣプロジェクト v.s 豊田レディースＦＣ 刈谷

12/6 日 上野運動公園 13:00 １部 伊賀FCくノ一サテライト v.s 常葉橘高校 伊賀

11:00 １部 常葉橘高校 v.s 愛知東邦大学 常葉高

15:00 ２部 常葉橘中学校 v.s 桐陽高校 常葉中

磐田東高校G 13:00 １部 磐田東高校 v.s 愛知東邦大学 磐田東

北西部G 13:00 ２部 FC岐阜ベルタ v.s 桐陽高校 岐阜

瑞穂北陸上競技場 ２部 NGU名古屋FCユース v.s 刈谷ＦＣプロジェクト 名古屋

12/23 日 とこはグリーンフィールド 13:00 ２部 常葉橘中学校 v.s 豊田レディースＦＣ 常葉中

v.s

v.s

v.s

v.s

未決定

２部 刈谷ＦＣプロジェクト v.s NGU名古屋FCユース 刈谷

12/27 日 １部 清水第八プレアデス v.s 伊賀FCくノ一サテライト 第八

名古屋学院大学（予定） ２部 NGU名古屋FCユース v.s 常葉橘中学校 名古屋

11/22 日 ２部 桐陽高校 v.s 刈谷ＦＣプロジェクト 桐陽
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