
節 月日 会場 節 月日 会場
11:30 名商大 vs 名院大 11:30 静産大 vs 名院大
14:00 中京大 vs 学泉大 14:00 常葉大 vs 名商大
11:30 岐協大 vs 愛院大 11:30 東園大 vs 岐協大
14:00 四日大 vs 名経大 14:00 中京大 vs 四日大
11:30 東園大 vs 中部大 11:30 愛院大 vs 中部大
14:00 静産大 vs 常葉大 14:00 名経大 vs 学泉大
12:00 中京大 vs 岐協大 11:30 常葉大 vs 岐協大
14:30 四日大 vs 愛院大 14:00 東園大 vs 四日大
11:30 常葉大 vs 学泉大 11:30 名経大 vs 名商大
14:00 静産大 vs 名商大 14:00 静産大 vs 中京大
11:30 東園大 vs 名院大 11:30 愛院大 vs 名院大
14:00 名経大 vs 中部大 14:00 学泉大 vs 中部大
11:30 中京大 vs 愛院大 11:30 常葉大 vs 四日大
14:00 静産大 vs 学泉大 14:00 東園大 vs 中京大
11:30 常葉大 vs 名経大 11:30 静産大 vs 岐協大
14:00 東園大 vs 名商大 14:00 名経大 vs 名院大
11:30 岐協大 vs 名院大 11:30 名商大 vs 中部大
14:00 四日大 vs 中部大 14:00 愛院大 vs 学泉大
11:30 常葉大 vs 愛院大 11:30 東園大 vs 常葉大
14:00 東園大 vs 学泉大 14:00 静産大 vs 四日大
11:30 静産大 vs 名経大 11:30 中京大 vs 名経大
14:00 岐協大 vs 名商大 14:00 岐協大 vs 中部大
11:30 中京大 vs 中部大 11:30 愛院大 vs 名商大
14:00 四日大 vs 名院大 14:00 学泉大 vs 名院大
11:30 常葉大 vs 中部大 11:30 愛院大 vs 名経大
14:00 東園大 vs 名経大 14:00 東園大 vs 静産大
11:30 岐協大 vs 学泉大 11:30 四日大 vs 岐協大
14:00 四日大 vs 名商大 14:00 名院大 vs 中部大
11:30 静産大 vs 愛院大 11:30 常葉大 vs 中京大
14:00 中京大 vs 名院大 14:00 学泉大 vs 名商大
11:30 常葉大 vs 名院大
14:00 東園大 vs 愛院大
11:30 中京大 vs 名商大
14:00 四日大 vs 学泉大
11:30 静産大 vs 中部大
14:00 岐協大 vs 名経大

2019年度 第58回 東海学生サッカーリーグ戦 【1部】 前期日程

ゆめりあSG

岐阜FC 豊田陸上

竜洋 遠州灘

対戦カード 対戦カード

第1節 4月6日(土)

名商大G

第7節 5月11日(土)

第2節 4月13日(土)

岐阜FC

第8節 5月18日(土)

メドウ

竜洋 名商大G

口論義 愛院大G

第3節 4月20日(土)

中京大G

第9節 5月25日(土)

遠州灘

名経大G 竜洋

岐協大G 名商大G

6月1日(土)

竜洋 竜洋

第4節 4月27日(土)

遠州灘

第10節

遠州灘

竜洋 中京大G

エコパ補助 名商大G

第11節 6月8日(土)

愛院大G

養老 岐協大G

第6節 5月5日(日)

竜洋

名商大G

第5節

遠州灘

5月1日(水)

エコパ補助

※第1節静産大-常葉大、第2節常葉大-学泉大、静産大-名商大、第6節岐協大-名経大、第7節東
園大-岐協大につきましては、静岡県・岐阜県天皇杯予選の結果により延期になる場合がござ

います。
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