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実施日 グランド チーム 時間 チーム 審判 実施日 グランド チーム 時間 チーム 審判
静学 7-0 中島 籠上長田西 橘 12-0 由比 五中興津

末広 5-0 袖師 静学中島 東 1-1 蒲原 橘由比

籠上 4-0 長田西 末広袖師 五中 7-0 興津 東蒲原

末広 4-0 中島 籠上静学 橘 2-0 蒲原 興津東

長田西 0-1 袖師 中島末広 五中 5-0 由比 蒲原橘

静学 8-0 籠上 長田西袖師 東 11-0 興津 由比五中

袖師 0-4 中島 静学長田西 橘 3-0 東 興津由比

末広 4-0 籠上 袖師中島 五中 1-0 蒲原 東橘

静学 7-0 長田西 末広籠上 興津 2-2 由比 五中蒲原

静学 2-0 末広 長田西中島 東 2-0 由比 橘五中

籠上 5-0 袖師 静学末広 興津 5-0 蒲原 東由比

長田西 1-4 中島 籠上袖師 橘 1-4 五中 蒲原興津

静学 9-0 袖師 中島籠上 蒲原 9-0 由比 興津橘

末広 5-0 長田西 袖師静学 東 5-0 五中 由比蒲原

籠上 4-1 中島 末広長田西 橘 4-1 興津 五中東

実施日 グランド チーム 時間 チーム 審判 実施日 グランド チーム 時間 チーム 審判
一中 0-3 四中 東豊田長田南 服織 1-0 三中 庵原八中

翔洋 4-1 二中 一中四中 飯田 3-1 竜爪 服織三中

東豊田 0-0 長田南 翔洋二中 庵原 1-2 八中 飯田竜爪

一中 0-0 二中 東豊田翔洋 飯田 1-0 三中 庵原服織

長田南 1-2 四中 二中一中 八中 2-2 竜爪 三中飯田

翔洋 4-1 東豊田 長田南四中 服織 3-0 庵原 八中竜爪

四中 4-0 二中 翔洋長田南 竜爪 1-0 三中 服織八中

一中 3-0 東豊田 四中二中 飯田 4-0 庵原 竜爪三中

翔洋 9-0 長田南 一中東豊田 服織 2-0 八中 飯田庵原

翔洋 1-0 一中 長田南二中 服織 2-2 飯田 八中三中

東豊田 0-3 四中 翔洋一中 庵原 0-1 竜爪 服織飯田

長田南 1-0 二中 東豊田四中 八中 4-1 三中 庵原竜爪

翔洋 4-0 四中 二中東豊田 服織 1-1 竜爪 三中庵原

一中 3-0 長田南 四中翔洋 飯田 3-0 八中 竜爪服織

東豊田 1-2 二中 一中長田南 庵原 1-1 三中 飯田八中

実施日 グランド チーム 時間 チーム 審判 実施日 グランド チーム 時間 チーム 審判
六中 0-1 安東 豊田附属 観山 2-0 聖光 七中
大里 6-0 城内 六中安東 高松 6-0 サレジオ 観山
豊田 7-0 附属 大里城内 美和 0-1 七中 サレジオ
大里 2-0 安東 豊田六中 南 2-0 観山 美和
附属 0-1 城内 安東大里 高松 7-0 聖光 南
六中 1-3 豊田 附属城内 美和 3-2 サレジオ 聖光
城内 3-3 安東 六中附属 高松 2-2 南 観山
大里 0-2 豊田 城内安東 七中 2-0 聖光 高松
六中 4-0 附属 大里豊田 美和 2-3 観山 七中
六中 0-0 大里 附属安東 南 3-0 聖光 高松
豊田 2-0 城内 六中大里 サレジオ 0-6 七中 南
附属 0-7 安東 豊田城内 高松 9-0 観山 聖光
六中 1-1 城内 安東豊田 美和 1-0 南 観山
大里 6-0 附属 城内六中 サレジオ 1-2 聖光 美和
豊田 4-0 安東 大里附属 観山 0-2 七中 サレジオ

美和 1-5 高松 サレジオ
南 1-1 七中 美和
観山 2-1 サレジオ 七中
美和 1-0 聖光 南
高松 4-0 七中 聖光
南 2-0 サレジオ 高松
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●予選リーグ（25分ハーフ）
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※審判は左側が主審／4審。右側が線審2名。ただし該当リーグで調整可。

6/30
（土）

清水総合
6/24
（日）

清水総合

7/1
（日）

中島人工

○1試合目と6試合目にならない。

○試合間、100分以上を確保。

○予選Rを通じて主審2回or3回。

※7チームFリーグは、3名セットで行う。


