
節 月日 会場 節 月日 会場

11:30 東園大 vs 静岡大 11:30 静産大 vs 名経大

14:00 名経大 vs 四日大 14:00 岐経大 vs 静岡大

11:30 中京大 vs 学泉大 11:30 東園大 vs 愛院大

14:00 愛院大 vs 岐経大 14:00 中京大 vs 常葉大

11:30 静産大 vs 名城大 11:30 名商大 vs 学泉大

14:00 常葉大 vs 名商大 14:00 四日大 vs 名城大

11:30 岐経大 vs 学泉大 11:30 常葉大 vs 名経大

14:00 名商大 vs 名城大 14:00 静岡大 vs 名城大

11:30 静産大 vs 常葉大 11:30 中京大 vs 東園大

14:00 四日大 vs 静岡大 14:00 四日大 vs 学泉大

11:30 東園大 vs 名経大 11:30 静産大 vs 愛院大

14:00 中京大 vs 愛院大 14:00 岐経大 vs 名商大

11:30 東園大 vs 四日大 11:30 中京大 vs 名経大

14:00 常葉大 vs 岐経大 14:00 静岡大 vs 学泉大

11:30 静産大 vs 名商大 11:30 常葉大 vs 愛院大

14:00 中京大 vs 静岡大 14:00 静産大 vs 東園大

11:30 名経大 vs 学泉大 11:30 岐経大 vs 名城大

14:00 愛院大 vs 名城大 14:00 四日大 vs 名商大

11:30 静産大 vs 静岡大 11:30 常葉大 vs 静岡大

14:00 東園大 vs 名城大 14:00 静産大 vs 学泉大

11:30 愛院大 vs 学泉大 11:30 名経大 vs 名城大

14:00 中京大 vs 岐経大 14:00 中京大 vs 名商大

11:30 名経大 vs 名商大 11:30 東園大 vs 岐経大

14:00 常葉大 vs 四日大 14:00 愛院大 vs 四日大

11:30 静産大 vs 岐経大 11:30 常葉大 vs 東園大

14:00 名経大 vs 静岡大 14:00 静産大 vs 中京大

11:30 中京大 vs 四日大 11:30 四日大 vs 岐経大

14:00 東園大 vs 学泉大 14:00 学泉大 vs 名城大

11:30 常葉大 vs 名城大 11:30 愛院大 vs 名経大

14:00 愛院大 vs 名商大 14:00 静岡大 vs 名商大

11:30 愛院大 vs 静岡大 全会場入場無料

14:00 静産大 vs 四日大 竜洋＝竜洋スポーツ公園サッカー場 柳川瀬＝柳川瀬公園サッカー場

11:30 常葉大 vs 学泉大 養老スマイル＝養老町スマイルグラウンド 岐阜FC＝岐阜県フットボールセンター

14:00 東園大 vs 名商大 メドウ＝⾧良川球技メドウ 草薙球＝静岡県営草薙総合運動場球技場

11:30 中京大 vs 名城大 ゆめりあSG＝磐田スポーツ交流の里ゆめりあサッカーグラウンド 草薙陸＝静岡県営草薙陸上競技場

14:00 名経大 vs 岐経大 ゆめりあ多＝磐田スポーツ交流の里ゆめりあ多目的グラウンド

※第2節は静岡県天皇杯予選の関係により、4月1日にHPでお知らせいたします。

第11節

第3節は天皇杯予選開催に伴い日程が確定しておりません。決まり次第HPにてお知らせいたします。

安久路

岐阜FC

愛院大

7月14日(土)

第4節
5月26日

（土）

竜洋

第6節 6月9日(土)

竜洋

遠州灘

中京大

中京大

遠州灘

第5節 6月2日(土)

ゆめりあ多

第10節

竜洋

愛院大 名経大

遠州灘 岐阜FC

7月7日(土)

7月8日(日)

中京大

名商大 柳川瀬

名経大 岐阜FC

第3節 未定

岐経大

第9節 6月30日(土)

竜洋

※竜洋 中京大

港 愛院大

第2節 4月14日(土)

メドウ

第8節 6月23日(土)

2018年度 第57回 東海学生サッカーリーグ戦 【1部】 前期日程
対戦カード 対戦カード

第1節

草薙球

第7節 6月16日(土)

竜洋

口論義 中京大

竜洋 名商大

４月7日

（土）

4月8日(日)


