
節 日付 会場 時間

9:30 東邦大 1 vs 0 名城大

15:00 学泉大 1 vs 0 常静大

9:30 名商大 1 vs 2 愛大

15:00 日福大 2 vs 1 南山大

延期 名大 vs 淑徳大

延期 学泉大 vs 淑徳大

岐協大G 15:00 日福大 3 vs 0 愛大

とこはGF 11:00 名商大 1 vs 2 常静大

9:30 名大 4 vs 1 名城大

15:00 東邦大 5 vs 0 南山大

9:30 名商大 0 vs 1 淑徳大

15:00 名大 3 vs 2 南山大

10:00 愛大 1 vs 2 常静大

12:30 学泉大 1 vs 2 名城大

15:00 東邦大 0 vs 1 日福大

学泉大G 10:00 学泉大 2 vs 1 南山大

10:30 名商大 2 vs 1 名城大

14:00 名大 2 vs 0 日福大

10:30 淑徳大 3 vs 1 愛大

14:00 東邦大 3 vs 0 常静大

10:00 学泉大 vs 日福大

10:30 名大 vs 東邦大

14:00 名城大 vs 愛大

10:30 名商大 vs 南山大

14:00 淑徳大 vs 常静大

学泉大G 10:00 学泉大 2 vs 1 東邦大

15:30 名城大 5 vs 1 常静大

18:00 名商大 2 vs 1 日福大

10:30 南山大 1 vs 3 淑徳大

14:00 名大 1 vs 0 愛大

学泉大G 10:00 学泉大 vs 名大

10:30 名城大 vs 淑徳大

14:00 日福大 vs 常静大

名商大G 10:30 名商大 vs 東邦大

延期 南山大 vs 愛大

学泉大G 10:00 学泉大 vs 愛大

10:30 淑徳大 vs 東邦大

14:00 南山大 vs 常静大

15:30 名商大 vs 名大

18:00 日福大 vs 名城大

学泉大G 10:00 名商大 vs 学泉大

とこはGF 11:00 名大 vs 常静大

10:30 南山大 vs 名城大

14:00 東邦大 vs 愛大

16:30 日福大 vs 淑徳大

予備日（第1節） 11月10日（火） 口論義運動公園 10:30 名大 vs 淑徳大

予備日（第5節） 学泉大G 10:30 学泉大 vs 日福大

予備日（第7節） 10:30 南山大 vs 愛大

予備日（第5節） 14:00 淑徳大 vs 常静大

15:00 名大 vs 東邦大

17:30 名城大 vs 愛大

10:30 名商大 vs 南山大

予備日（第2節） 14:00 学泉大 vs 淑徳大

テラスポ鶴舞

学泉大G

愛院大G

愛院大G

9 11月7日（土）

愛院大G

11月14日（土）
岐阜フットボールセンター

7

8

中部大G

延期

中部大G

愛院大G

3 9月26日（土）

草薙総合運動場

4 10月3日（土）
岐協大G

愛院大G
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対戦

1 9月12日（土）

愛院大G

愛院大G

岐協大G

2 9月19日（土）

愛院大G

予備日（第5節）

5 10月10日（土）

6 10月17日（土）

10月24日（土）

10月31日（土）

11月21日（土）


