
責任者

会場

① ９：００～ 開誠館 ＶＳ 与進 リーグ

③ １１：１０～ 神久呂 ＶＳ 北浜 リーグ

責任者 東陽

会場

① ９：００～ 周南 ＶＳ 東陽 リーグ

責任者

会場

① ９：００～ 浜北北部 ＶＳ 北星 リーグ

③ １１：１０～ 天竜 ＶＳ 与進 リーグ

責任者 中井 １チーム１７００円

会場

① 13:30 北浜 ＶＳ 西高中等部 リーグ

責任者

会場

① ９：００～ 豊田南 ＶＳ 北浜 リーグ

③ １１：１０～ 開誠館 ＶＳ 天竜 リーグ

責任者 浜北北部

会場

① ９：００～ 浜北北部 ＶＳ 周南 リーグ

責任者

会場

① ９：００～ 北星 ＶＳ 周南 リーグ

③ １１：１０～ 神久呂 ＶＳ 豊田南 リーグ

責任者 中井 １チーム１８００

会場

① ９：００～ 北星 ＶＳ 東陽 リーグ

⑥ １４：３０～ 神久呂 ＶＳ 西高中等部 リーグ

ＡＢＣブロック

１１月１日（日） 高丘

第（１）節

１１月３日（火） 平口土

１０月３１日（土） 稗原

第（１）節

１０月３１日（土） 天竜川

第（　　　　）節

１０月２４（土） 天竜川

第（３）節

１０月２４（土） 浜松西高

第（１）節

第（２）節

１０月１０日（土） たこ場

第（３）節

１０月２４（土） 亀崎芝生

第（３）節



責任者 天竜

会場

① ９：００～ 天竜 ＶＳ 御前崎 リーグ

責任者 西高中等部 １チーム４０００円

会場

① ９：００～ 浜北北部 ＶＳ 東陽 リーグ

③ １１：１０～ 西高中等部 ＶＳ 豊田南 リーグ

⑤ １３：２０～ 御前崎 ＶＳ 与進 リーグ

責任者 曳馬

会場

① 9:00 曳馬 VS 菊川東 リーグ

③ 11:10 南陽 VS 磐田第一 リーグ

責任者 東部

会場

① 9:00 浜松南部 VS 南陽 リーグ

③ 11:10 浜松東部 VS 菊川東 リーグ

⑤ 13:20 開誠館 VS 御前崎 リーグ

責任者 東部

会場

① 9:00 新津 VS 袋井 リーグ

③ 11:10 浜松東部 VS 浜岡 リーグ

責任者 曳馬

会場

① 9:00 浜松南部 VS 磐田第一 リーグ

③ 11:10 浜岡 VS 曳馬 リーグ

責任者 福田

会場

① 9:00 福田 VS 菊川東 リーグ

③ 11:10 新津 VS 南陽 リーグ

１１月３日（火） 遠州灘海浜公園

第４節

１１月７日（土） 安久路

第（　　　　）節

第３節

１０月１１日（日） 可美公園

第４節

１０月１２日（月） 浜北平口Ｇ

第５節

１０月１７日（土） 可美公園

第６節

１０月２４日（土） たこ場Ｇ

第７節

１０月２４日（土） 福田多目的Ｇ

ＤＥブロック



責任者 東部

会場

① 9:00 浜松東部 VS 福田 リーグ

③ 11:10 袋井 VS 磐田第一 リーグ

責任者 曳馬

会場

① 9:00 浜松南部 VS 新津 リーグ

③ 11:10 福田 VS 曳馬 リーグ

責任者 袋井

会場

① 9:00 袋井 VS 南陽 リーグ

③ 11:10 浜岡 VS 菊川東 リーグ

第１節

1 9:00 佐鳴台 vs 江西 ホンダカップ

3 11:10 磐田南部 vs 神明 ホンダカップ

第１節

1 9:00 中郡 vs 都田 ホンダカップ

3 11:10 入野 vs 日体 ホンダカップ

第２節

1 9:00 入野 vs 佐鳴台 ホンダカップ

2 10:10 開成 vs 江西 ホンダカップ

3 11:10 桜ケ丘 vs 神明 ホンダカップ

たこ場Ｇ

第９節

１１月３日（火） たこ場Ｇ

第１０節

１１月３日（火） アクアピュア

第８節

１０月３１日（土）

11月３日（火）
対戦

10月12日（月）
対戦

会場：佐鳴台中G

会場：亀崎多目的G

会場：可美公園G

11月１日（日）
対戦

ＦＧブロック

グラウンド使用料（１チーム）：300円　会場責任者（野末）

グラウンド使用料（１チーム）：870円　　会場責任者（堀内）

グラウンド使用料（１チーム）：340円　　会場責任者（大河内）



第２節

1 9:00 中郡 vs 磐田南部 ホンダカップ

第３節

1 10:00 都田 vs 神明 ホンダカップ

2 11:10 開成 vs 佐鳴台 ホンダカップ

3 12:20 桜ケ丘 vs 磐田南部 ホンダカップ

4 13:30 日体 vs 江西 ホンダカップ

第４節

1 9:00 中郡 vs 神明 ホンダカップ

3 11:10 入野 vs 江西 ホンダカップ

第４節

1 10:00 桜ケ丘 vs 都田 ホンダカップ

5 14:40 開成 vs 日体 ホンダカップ

第５節

1 9:30 佐鳴台 vs 日体 ホンダカップ

2 10:40 開成 vs 入野 ホンダカップ

3 11:50 桜ケ丘 vs 中郡 ホンダカップ

4 13:00 磐田南部 vs 都田 ホンダカップ

会場：可美公園G

10月10日（土）
対戦

10月11日（日）
対戦

グラウンド使用料（１チーム）：1080円　　会場責任者（松本）

11月７日（土）
対戦

会場：竜洋スポーツ公園G

グラウンド使用料（１チーム）：870円　会場責任者（小田）

会場：平口G

会場：亀崎多目的G

10月18日（日）
対戦

会場：遠州灘海浜公園（たこ場）G

グラウンド使用料（１チーム）：870円　会場責任者（小田）

グラウンド使用料（１チーム）：510円　会場責任者（上田）

グラウンド使用料（１チーム）：4110円　会場責任者（大河内）

10月17日（土）
対戦



カテゴリー

① 9:00 冨　塚 対 中　部 リーグ戦

③ 11:10 江　南 対 豊　田 リーグ戦

カテゴリー

① 9:00 城　山 対 掛川西 リーグ戦

③ 11:10 竜　洋 対 北　部 リーグ戦

カテゴリー

① 9:00 向　陽 対 中　部 リーグ戦

③ 11:10 竜　洋 対 豊　田 リーグ戦

カテゴリー

① 9:00 八　幡 対 北　部 リーグ戦

③ 11:10 冨　塚 対 掛川西 リーグ戦

カテゴリー

① 9:00 豊　田 対 北　部 リーグ戦

③ 11:10 掛川西 対 中　部 リーグ戦

カテゴリー

① 9:00 城　山 対 向　陽 リーグ戦

③ 11:10 江　南 対 八　幡 リーグ戦

ＨＩブロック

第１節 １０月２４日（土）
会場２【さんぽす】 会場責任者（向陽中）

開始時間 対戦

第１節 １０月２４日（土）
会場１【半田山】 会場責任者（中部中）

開始時間 対戦

第３節 １０月１７日（土）
会場２【馬郡】 会場責任者（北部中）

開始時間 対戦

第３節 １０月１７日（土）
会場１【さんぽす】 会場責任者（向陽中）

開始時間 対戦

対戦

第２節 １０月１２日（月）
会場２【エコパ芝生】 会場責任者（掛川西中）

開始時間 対戦

第２節 １０月１２日（月）
会場１【和地山】 会場責任者（冨塚中）

開始時間



カテゴリー

① 9:00 城　山 対 中　部 リーグ戦

③ 11:10 江　南 対 北　部 リーグ戦

カテゴリー

① 9:00 冨　塚 対 向　陽 リーグ戦

③ 11:10 竜　洋 対 八　幡 リーグ戦

カテゴリー

① 9:00 冨　塚 対 城　山 リーグ戦

③ 11:10 竜　洋 対 江　南 リーグ戦

カテゴリー

① 9:00 豊　田 対 八　幡 リーグ戦

③ 11:10 掛川西 対 向　陽 リーグ戦

責任者 小林（湖東）

会場

① ９：００～ 湖東 ＶＳ 北浜東部 リーグ

② １０：１０～ 掛川東 ＶＳ 丸塚 リーグ

責任者 山崎（篠原）

会場

① ９：００～ 篠原 ＶＳ 笠井 リーグ

③ １１：１０～ 蜆塚 ＶＳ 高台 リーグ

⑤ １３：２０～ 丸塚 ＶＳ 積志 リーグ

開始時間
会場２【さんぽす】

開始時間 対戦

開始時間 対戦

第５節 １１月　３日（火）文化の日
会場２【馬郡】 会場責任者（八幡中）

会場責任者（城山中）

対戦

第５節 １１月　３日（火）文化の日
会場１【和地山】 会場責任者（冨塚中）

開始時間 対戦

第４節 １１月　１日（日）
会場責任者（向陽中）

第４節 １１月　１日（日）
会場１【稗原】

第１節

１０月１１日（日） エコパ芝生広場

ＪＫブロック

第２節

１０月１２日（月） たこ場



責任者 豊田（笠井）

会場

① ９：１５～ 高台 ＶＳ 積志 リーグ

② １０：２５～ 掛川北 ＶＳ 湖東 リーグ

③ １１：３５～ 掛川東 ＶＳ 蜆塚 リーグ

④ １２：４５～ 笠井 ＶＳ 北浜東部 リーグ

⑤ １３：５５～ 湖東 ＶＳ 高台 リーグ

責任者 大塚（掛川東）

会場

① ９：００～ 掛川北 ＶＳ 篠原 リーグ

② １０：１０～ 掛川東 ＶＳ 積志 リーグ

③ １１：１０～ 丸塚 ＶＳ 蜆塚 リーグ

④ １２：２０～ 北浜東部 ＶＳ 篠原 リーグ

⑤ １３：２０～ 掛川北 ＶＳ 笠井 リーグ

責任者 佐藤（高台）

会場

① ９：３０～ 笠井 ＶＳ 湖東 リーグ

③ １１：４０～ 高台 ＶＳ 掛川東 リーグ

責任者 粂田（掛川北）

会場

① ９：００～ 掛川北 ＶＳ 北浜東部 リーグ

③ １１：１０～ 湖東 ＶＳ 篠原 リーグ

責任者 佐藤（高台）

会場

① ９：３０～ 丸塚 ＶＳ 高台 リーグ

③ １１：４０～ 積志 ＶＳ 蜆塚 リーグ

責任者 新居

会場

① ９：００～ 可美 ＶＳ 浜松附属 リーグ

② １０：１０～ 浜松西部 ＶＳ 三方原 リーグ

③ １１：２０～ 新居 ＶＳ 浜名 リーグ

第（　　　　　　）節

１０月　　１２日　　（　月　） 可美公園Ｇ　８：００～使用OK

ＬＮブロック

１０月１７日（土） 平口芝・土

第４節

１０月１８日（日） 下垂木

第３節

１１月１日（日） たこ場

第６節

１１月１日（日） 和地山

第５節

１０月２４日（土） 和地山

第６節



責任者 新居

会場

① ９：００～ 三方原 ＶＳ 豊岡 リーグ

② １０：１０～ 浅羽 ＶＳ 浜名 リーグ

③ １１：２０～ 新居 ＶＳ 浜松附属 リーグ

④ １２：３０～ 浜松西部 ＶＳ 磐田東 リーグ

責任者 磐田東

会場

① ９：００～ 三方原 ＶＳ 磐田東 リーグ

② １０：１０～ 浅羽 ＶＳ 浜松附属 リーグ

③ １１：２０～ 新居 ＶＳ 可美 リーグ

④ １２：３０～ 菊川西 ＶＳ 豊岡 リーグ

責任者 菊川西

会場

① ９：００～ 三方原 ＶＳ 菊川西 リーグ

責任者

会場

① ９：００～ 磐田東 ＶＳ 豊岡 リーグ

② １０：１０～ 浅羽 ＶＳ 可美 リーグ

③ １１：２０～ 浜名 ＶＳ 浜松附属 リーグ

④ １２：３０～ 浜松西部 ＶＳ 菊川西 リーグ

責任者 磐田東

会場

① ９：００～ 菊川西 ＶＳ 磐田東 リーグ

② １０：１０～ 浅羽 ＶＳ 新居 リーグ

③ １１：２０～ 可美 ＶＳ 浜名 リーグ

④ １２：３０～ 浜松西部 ＶＳ 豊岡 リーグ

磐田東中学校

１１月　　３日　（　火　） 磐田東中学校

第（　　　　　　）節

１０月　　３１日　（　土　） 菊川西中学校

第（　　　　　　）節

１１月　　１日　（　日　）

第（　　　　　　）節

第（　　　　　　）節

１０月　　１８日　（　日　） 豊岡中学校

第（　　　　　　）節

１０月　　２４日　（　土　）


