
ＡＡＡＡ ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ ＤＤＤＤ ＥＥＥＥ ＦＦＦＦ 常葉GF常葉GF常葉GF常葉GF

aaaa 藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠 浜松南浜松南浜松南浜松南 飛龍飛龍飛龍飛龍 磐田東磐田東磐田東磐田東 常葉橘常葉橘常葉橘常葉橘 清水東清水東清水東清水東 科学技術科学技術科学技術科学技術

bbbb 浜名浜名浜名浜名 島田工島田工島田工島田工 東海大翔洋東海大翔洋東海大翔洋東海大翔洋 加藤学暁秀加藤学暁秀加藤学暁秀加藤学暁秀 聖隷聖隷聖隷聖隷 桐陽桐陽桐陽桐陽 静清静清静清静清

cccc 加藤学園加藤学園加藤学園加藤学園 富士宮北富士宮北富士宮北富士宮北 日大三島日大三島日大三島日大三島 袋井袋井袋井袋井 科学技術科学技術科学技術科学技術 静岡西静岡西静岡西静岡西 菊川運動公園菊川運動公園菊川運動公園菊川運動公園

dddd 浜松湖東浜松湖東浜松湖東浜松湖東 浜松工浜松工浜松工浜松工 湖西湖西湖西湖西 伊豆総合伊豆総合伊豆総合伊豆総合 浜松北浜松北浜松北浜松北 富士東富士東富士東富士東 藤枝陸上藤枝陸上藤枝陸上藤枝陸上

島田工島田工島田工島田工

１０月１９日(土)　第１日目１０月１９日(土)　第１日目１０月１９日(土)　第１日目１０月１９日(土)　第１日目 常葉GF常葉GF常葉GF常葉GF

会　　場会　　場会　　場会　　場 時間時間時間時間 磐田東磐田東磐田東磐田東

ＡＡＡＡ (((( ａａａａ －－－－ ｄｄｄｄ )))) 藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 浜松湖東浜松湖東浜松湖東浜松湖東 藤枝陸上藤枝陸上藤枝陸上藤枝陸上 ①①①① 藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠

(((( ｂｂｂｂ －－－－ ｃｃｃｃ )))) 浜名浜名浜名浜名 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 加藤学園加藤学園加藤学園加藤学園 島田工島田工島田工島田工 ②②②② 菊川運動公園菊川運動公園菊川運動公園菊川運動公園

ＢＢＢＢ (((( ａａａａ －－－－ ｄｄｄｄ )))) 浜松南浜松南浜松南浜松南 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 浜松工浜松工浜松工浜松工 菊川運動公園菊川運動公園菊川運動公園菊川運動公園 ①①①① 湖西運動公園湖西運動公園湖西運動公園湖西運動公園

(((( ｂｂｂｂ －－－－ ｃｃｃｃ )))) 島田工島田工島田工島田工 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 富士宮北富士宮北富士宮北富士宮北 島田工島田工島田工島田工 ①①①① 島田工島田工島田工島田工

ＣＣＣＣ (((( ａａａａ －－－－ ｄｄｄｄ )))) 飛龍飛龍飛龍飛龍 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 湖西湖西湖西湖西 藤枝陸上藤枝陸上藤枝陸上藤枝陸上 ②②②② 常葉GF常葉GF常葉GF常葉GF

(((( ｂｂｂｂ －－－－ ｃｃｃｃ )))) 東海大翔洋東海大翔洋東海大翔洋東海大翔洋 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 日大三島日大三島日大三島日大三島 科学技術科学技術科学技術科学技術 ②②②② 磐田東磐田東磐田東磐田東

ＤＤＤＤ (((( ａａａａ －－－－ ｄｄｄｄ )))) 磐田東磐田東磐田東磐田東 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 伊豆総合伊豆総合伊豆総合伊豆総合 菊川運動公園菊川運動公園菊川運動公園菊川運動公園 ②②②② 藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠

(((( ｂｂｂｂ －－－－ ｃｃｃｃ )))) 加藤学暁秀加藤学暁秀加藤学暁秀加藤学暁秀 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 袋井袋井袋井袋井 静清静清静清静清 ②②②② 浜松海浜浜松海浜浜松海浜浜松海浜

ＥＥＥＥ (((( ａａａａ －－－－ ｄｄｄｄ )))) 常葉橘常葉橘常葉橘常葉橘 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 浜松北浜松北浜松北浜松北 常葉GF常葉GF常葉GF常葉GF ①①①① 清水総合清水総合清水総合清水総合

(((( ｂｂｂｂ －－－－ ｃｃｃｃ )))) 聖隷聖隷聖隷聖隷 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 科学技術科学技術科学技術科学技術 科学技術科学技術科学技術科学技術 ①①①① 浜松開誠館浜松開誠館浜松開誠館浜松開誠館

ＦＦＦＦ (((( ａａａａ －－－－ ｄｄｄｄ )))) 清水東清水東清水東清水東 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 富士東富士東富士東富士東 静清静清静清静清 ①①①①

(((( ｂｂｂｂ －－－－ ｃｃｃｃ )))) 桐陽桐陽桐陽桐陽 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 静岡西静岡西静岡西静岡西 常葉GF常葉GF常葉GF常葉GF ②②②②

第92回全国高校サッカー選手権大会・静岡県大会第92回全国高校サッカー選手権大会・静岡県大会第92回全国高校サッカー選手権大会・静岡県大会第92回全国高校サッカー選手権大会・静岡県大会

２ 次 リ ー グ 組 合 せ２ 次 リ ー グ 組 合 せ２ 次 リ ー グ 組 合 せ２ 次 リ ー グ 組 合 せ

20202020
日日日日

26262626
日日日日

対　　戦対　　戦対　　戦対　　戦

第３シード第３シード第３シード第３シード 日大三島・加藤学園・富士宮北・科学技術・静岡西・袋井日大三島・加藤学園・富士宮北・科学技術・静岡西・袋井日大三島・加藤学園・富士宮北・科学技術・静岡西・袋井日大三島・加藤学園・富士宮北・科学技術・静岡西・袋井

第４シード第４シード第４シード第４シード 湖西・浜松北・伊豆総合・浜松湖東・富士東・浜松工湖西・浜松北・伊豆総合・浜松湖東・富士東・浜松工湖西・浜松北・伊豆総合・浜松湖東・富士東・浜松工湖西・浜松北・伊豆総合・浜松湖東・富士東・浜松工

19191919
日日日日

第１シード第１シード第１シード第１シード 藤枝明誠・清水東・磐田東・飛龍・常葉橘・浜松南藤枝明誠・清水東・磐田東・飛龍・常葉橘・浜松南藤枝明誠・清水東・磐田東・飛龍・常葉橘・浜松南藤枝明誠・清水東・磐田東・飛龍・常葉橘・浜松南

第２シード第２シード第２シード第２シード 桐陽・島田工・浜名・聖隷・東海大翔洋・加藤学暁秀桐陽・島田工・浜名・聖隷・東海大翔洋・加藤学暁秀桐陽・島田工・浜名・聖隷・東海大翔洋・加藤学暁秀桐陽・島田工・浜名・聖隷・東海大翔洋・加藤学暁秀



１０月２０日(日)　第２日目１０月２０日(日)　第２日目１０月２０日(日)　第２日目１０月２０日(日)　第２日目

会　　場会　　場会　　場会　　場 時間時間時間時間

A(A(A(A( ａａａａ －－－－ c)c)c)c) 藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 加藤学園加藤学園加藤学園加藤学園 藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠 ①①①①

(((( ｂｂｂｂ －－－－ d)d)d)d) 浜名浜名浜名浜名 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 浜松湖東浜松湖東浜松湖東浜松湖東 磐田東磐田東磐田東磐田東 ②②②②

B(B(B(B( ａａａａ －－－－ c)c)c)c) 浜松南浜松南浜松南浜松南 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 富士宮北富士宮北富士宮北富士宮北 菊川運動公園菊川運動公園菊川運動公園菊川運動公園 ①①①①

(((( ｂｂｂｂ －－－－ d)d)d)d) 島田工島田工島田工島田工 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 浜松工浜松工浜松工浜松工 島田工島田工島田工島田工 ①①①①

C(C(C(C( ａａａａ －－－－ c)c)c)c) 飛龍飛龍飛龍飛龍 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 日大三島日大三島日大三島日大三島 藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠 ②②②②

(((( ｂｂｂｂ －－－－ d)d)d)d) 東海大翔洋東海大翔洋東海大翔洋東海大翔洋 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 湖西湖西湖西湖西 湖西運動公園湖西運動公園湖西運動公園湖西運動公園 ①①①①

D(D(D(D( ａａａａ －－－－ c)c)c)c) 磐田東磐田東磐田東磐田東 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 袋井袋井袋井袋井 磐田東磐田東磐田東磐田東 ①①①①

(((( ｂｂｂｂ －－－－ d)d)d)d) 加藤学暁秀加藤学暁秀加藤学暁秀加藤学暁秀 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 伊豆総合伊豆総合伊豆総合伊豆総合 島田工島田工島田工島田工 ②②②②

E(E(E(E( ａａａａ －－－－ c)c)c)c) 常葉橘常葉橘常葉橘常葉橘 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 科学技術科学技術科学技術科学技術 常葉GF常葉GF常葉GF常葉GF ①①①①

(((( ｂｂｂｂ －－－－ d)d)d)d) 聖隷聖隷聖隷聖隷 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 浜松北浜松北浜松北浜松北 湖西運動公園湖西運動公園湖西運動公園湖西運動公園 ②②②②

F(F(F(F( ａａａａ －－－－ c)c)c)c) 清水東清水東清水東清水東 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 静岡西静岡西静岡西静岡西 常葉GF常葉GF常葉GF常葉GF ②②②②

(((( ｂｂｂｂ －－－－ d)d)d)d) 桐陽桐陽桐陽桐陽 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 富士東富士東富士東富士東 菊川運動公園菊川運動公園菊川運動公園菊川運動公園 ②②②②

１０月２６日(土)　第３日目１０月２６日(土)　第３日目１０月２６日(土)　第３日目１０月２６日(土)　第３日目

会　　場会　　場会　　場会　　場 時間時間時間時間

A(A(A(A( ａａａａ －－－－ b)b)b)b) 藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 浜名浜名浜名浜名 藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠 ①①①①

(c(c(c(c －－－－ d)d)d)d) 加藤学園加藤学園加藤学園加藤学園 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 浜松湖東浜松湖東浜松湖東浜松湖東 浜松開誠館浜松開誠館浜松開誠館浜松開誠館 ①①①①

B(B(B(B( ａａａａ －－－－ b)b)b)b) 浜松南浜松南浜松南浜松南 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 島田工島田工島田工島田工 浜松海浜浜松海浜浜松海浜浜松海浜 ②②②②

(c(c(c(c －－－－ d)d)d)d) 富士宮北富士宮北富士宮北富士宮北 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 浜松工浜松工浜松工浜松工 浜松開誠館浜松開誠館浜松開誠館浜松開誠館 ②②②②

C(C(C(C( ａａａａ －－－－ b)b)b)b) 飛龍飛龍飛龍飛龍 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 東海大翔洋東海大翔洋東海大翔洋東海大翔洋 清水総合清水総合清水総合清水総合 ②②②②

(c(c(c(c －－－－ d)d)d)d) 日大三島日大三島日大三島日大三島 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 湖西湖西湖西湖西 磐田東磐田東磐田東磐田東 ②②②②

D(D(D(D( ａａａａ －－－－ b)b)b)b) 磐田東磐田東磐田東磐田東 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 加藤学暁秀加藤学暁秀加藤学暁秀加藤学暁秀 磐田東磐田東磐田東磐田東 ①①①①

(c(c(c(c －－－－ d)d)d)d) 袋井袋井袋井袋井 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 伊豆総合伊豆総合伊豆総合伊豆総合 浜松海浜浜松海浜浜松海浜浜松海浜 ①①①①

E(E(E(E( ａａａａ －－－－ b)b)b)b) 常葉橘常葉橘常葉橘常葉橘 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 聖隷聖隷聖隷聖隷 常葉GF常葉GF常葉GF常葉GF ②②②②

(c(c(c(c －－－－ d)d)d)d) 科学技術科学技術科学技術科学技術 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 浜松北浜松北浜松北浜松北 藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠藤枝明誠 ②②②②

F(F(F(F( ａａａａ －－－－ b)b)b)b) 清水東清水東清水東清水東 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 桐陽桐陽桐陽桐陽 清水総合清水総合清水総合清水総合 ①①①①

(c(c(c(c －－－－ d)d)d)d) 静岡西静岡西静岡西静岡西 ｖｓｖｓｖｓｖｓ 富士東富士東富士東富士東 常葉GF常葉GF常葉GF常葉GF ①①①①

対　　戦対　　戦対　　戦対　　戦

対　　戦対　　戦対　　戦対　　戦

試合開始時間①１１：００～②１３：００～試合開始時間①１１：００～②１３：００～試合開始時間①１１：００～②１３：００～試合開始時間①１１：００～②１３：００～


