
HONDA　CUP　予選リーグ　A・Bブロック

会場責任者：浜松開誠館

会場

9:00 A 開誠館 ＶＳ 福田

13:00 A 北浜 ＶＳ 中郡

会場責任者：丸塚 会場責任者：開成

会場 会場

10:40 A 開誠館 ＶＳ 御前崎 11:20 A 福田 ＶＳ 北浜

会場責任者：南陽 会場責任者：開成

会場 会場

11:20 A 中郡 ＶＳ 御前崎 11:20 A 開誠館 ＶＳ 北浜

会場責任者：福田 会場責任者：中郡

会場 会場

9:00 A 福田 ＶＳ 御前崎 9:00 A 開誠館 ＶＳ 中郡

会場責任者：福田

会場

9:00 A 福田 ＶＳ 中郡

13:00 A 北浜 ＶＳ 御前崎

１１月　４日（月） 稗原芝

雄踏芝

第４節 第４節
１０月　２６日（土） 福田総合G １０月　２６日（土） 馬郡G

１０月　２０日（日）

第５節

第１節

１０月　１３日（日） 開誠館グラウンド人芝）

第２節

１０月１４日（月） 雄踏多目的

第２節

１０月　１４日（月） 平口グラウンド（人芝）

可美公園競技場 １０月　１９日（土）

第３節 第３節



HONDA　CUP　予選リーグ　C・Dブロック

会場

１０：００～ 袋井 ＶＳ 新居 Ｃリーグ

１２：１０～ 南部 ＶＳ 江西 Ｄリーグ

会場 会場

９：００～ 袋井 ＶＳ 掛西 Ｃリーグ ９：００～ 都田 ＶＳ 新居 Ｃリーグ

１１：１０～ 周南 ＶＳ 豊田 Ｄリーグ １１：１０～ 豊岡 ＶＳ 江西 Ｄリーグ

会場

９：００～ 袋井 ＶＳ 可美 Ｃリーグ

１１：１０～ 周南 ＶＳ 豊田 Ｄリーグ

会場 会場

９：００～ 袋井 ＶＳ 都田 リーグ ９：００～ 可美 ＶＳ 掛西 Ｃリーグ

１１：１０～ 豊田 ＶＳ 江西 リーグ １０：１０～ 南部 ＶＳ 豊岡 Ｄリーグ

会場 会場

９：００～ 掛西 ＶＳ 新居 Ｃリーグ ９：００～ 可美 ＶＳ 都田 Ｃリーグ

１１：１０～ 南部 ＶＳ 周南 Ｄリーグ １１：１０～ 豊岡 ＶＳ 豊田 Ｄリーグ

会場 会場

９：００～ 掛西 ＶＳ 都田 Ｃリーグ ９：００～ 可美 ＶＳ 新居 Ｃリーグ

１１：１０～ 豊岡 ＶＳ 周南 Ｄリーグ １１：１０～ 周南 ＶＳ 江西 Ｄリーグ

１１月４日（月） 新居中学校

１０月２６日（土） 掛川西 １０月２６日（土） 亀崎芝

第６節

１１月３日（日） 掛川西中

下垂木

第５節 第５節

第７節

第４節 第４節

１０月２０日（日） アクアピュア １０月２０日（日）

１０月１９日（土） アクアピュア

第２節

１０月１４日（月） 凧揚げ １０月１４日（月）

第１節

１０月１２日（土） アクアピュア

第２節

新居中学校

第３節



HONDA　CUP　予選リーグ　E・Fブロック

責任者 西高中等部

会場

① ９：１５～ 中部 ＶＳ 西高中等部 リーグ

② １０：２５～ 曳馬 ＶＳ 桜ケ丘 リーグ

③ １１：３５～ 菊川東 ＶＳ 東陽 リーグ

④ １２：４５～ 北浜東部 ＶＳ 与進 リーグ

責任者 中部 責任者 西高中等部

会場 会場

① ９：００～ 中部 ＶＳ 磐田南部 リーグ ９：００～ 曳馬 ＶＳ 北星 リーグ

③ １１：１０～ 桜ケ丘 ＶＳ 北浜東部 リーグ １４：２０～ 西高中等部 ＶＳ 菊川東 リーグ

責任者 東陽 責任者 曳馬

会場 会場

① ９：００～ 東陽 ＶＳ 磐田南部 リーグ ② １１：１０～ 曳馬 ＶＳ 北浜東部 リーグ

③ １１：４０～ 与進 ＶＳ 北星 リーグ ④ １３：５０～ 中部 ＶＳ 菊川東 リーグ

責任者 西高中等部

会場 会場

① ９：１５～ 西高中等部 ＶＳ 磐田南部 リーグ ① ９：００～ 桜ケ丘 ＶＳ 与進 リーグ

② １０：２５～ 桜ケ丘 ＶＳ 北星 リーグ ③ １１：１０～ 西高中等部 ＶＳ 東陽 リーグ

③ １１：３５～ 中部 ＶＳ 東陽 リーグ

④ １２：４５～ 曳馬 ＶＳ 与進 リーグ

会場

① ９：００～ 北浜東部 ＶＳ 北星 リーグ

③ １１：１０～ 菊川東 ＶＳ 磐田南部 リーグ

第５節

１１月４日（月） 磐田南部中

凧揚げ会場

第５節

１１月４日（月） 安久路

第４節

１０月１９日（土）

馬郡

第２節

１０月１４日（月） 馬郡

第２節

１１月３日（日） 平口サッカー場多目的

第３節

１０月２６日（土）

第１節

１０月１２日（土） 平口サッカー場

第３節

平口サッカー場

１１月２日（土）



HONDA　CUP　予選リーグ　G・Hブロック

第３節 １０月１４日（月）

カテゴリー 試合時間

③ 11:20 竜洋 対 浜北北部 リーグ戦 ３０×２

④ 12:30 磐田第一 対 新津 リーグ戦 ３０×２

第３節 １０月１４日（月）

カテゴリー 試合時間

① 9:00 浜名 対 城山 リーグ戦 ３０×２

③ 11:10 掛川東 対 高台 リーグ戦 ３０×２

第２節 １０月２０日（日）

カテゴリー 試合時間

① 9:00 浜北北部 対 掛川東 リーグ戦 ３０×２

② 10:10 磐田第一 対 浜松日体 リーグ戦 ３０×２

会場１【掛川下垂木】 会場責任者（掛川東・溝垣）

開始時間 対戦

会場２【和地山】 会場責任者（高台中）

開始時間 対戦

会場１【平口人工芝】 会場責任者（　　　　　）

開始時間 対戦



第２節 １０月２０日（日）

カテゴリー 試合時間

① 9:00 新津 対 浜名 リーグ戦 ３０×２

③ 11:10 竜洋 対 菊川西 リーグ戦 ３０×２

第３節 １０月２６日（土）

注意！バス待機できません。バスの乗降車は城山球場駐車場（徒歩３分）

カテゴリー 試合時間

① 9:00 城山 対 浜松日体 リーグ戦 ３０×２

③ 11:10 竜洋 対 掛川東 リーグ戦 ３０×２

第３節 １０月２６日（土）

カテゴリー 試合時間

① 9:00 高台 対 菊川西 リーグ戦 ３０×２

③ 11:10 磐田第一 対 浜名 リーグ戦 ３０×２

会場２【凧揚げ】 会場責任者（高台中ＯＲ浜名中）

開始時間 対戦

会場１【城山中】 会場責任者（城山中・石橋）

開始時間 対戦

会場２【亀崎多目的】 会場責任者（新津中・松山ＯＲ浜名中）

開始時間 対戦



第３節 １１月４日（月）

カテゴリー 試合時間

① 9:00 新津 対 浜松日体 リーグ戦 ３０×２

③ 11:10 浜北北部 対 菊川西 リーグ戦 ３０×２

第３節 １１月４日（月）

カテゴリー 試合時間

① 9:00 磐田第一 対 城山 リーグ戦 ３０×２

③ 11:10 竜洋 対 高台 リーグ戦 ３０×２

第３節 １０月１９日（土）

カテゴリー 試合時間

③ 11:10 掛川東 対 菊川西 リーグ戦 ３０×２

⑤ 13:20 浜名 対 浜松日体 リーグ戦 ３０×２

開始時間 対戦

会場１【和地山】 会場責任者（浜名中）

開始時間 対戦

会場２【和地山】 会場責任者（高台中・）

会場１【可美】 会場責任者（新津中・松山）

開始時間 対戦



第３節 １１月９日（土）

カテゴリー 試合時間

① 9:00 新津 対 城山 リーグ戦 ３０×２

③ 11:10 浜北北部 対 高台 リーグ戦 ３０×２

開始時間 対戦

会場２【安久路】 会場責任者（城山中・平野）



HONDA　CUP　予選リーグ　I・Jブロック

会場 会場

① ９：００～ 富塚 ＶＳ 豊田南 リーグ ① ９：００～ 浜松北部 ＶＳ 神久呂 リーグ

③ １１：１０～ 笠井 ＶＳ 八幡 リーグ ③ １１：００～ 三方原 ＶＳ 浜岡 リーグ

会場

① ９：００～ 富塚 ＶＳ 入野 リーグ

② １０：２０～ 八幡 ＶＳ 三方原 リーグ

③ １１：４０～ 笠井 ＶＳ 掛川北 リーグ

④ １３：１０～ 豊田南 ＶＳ 浜松北部 リーグ

会場 会場

① ９：００～ 神久呂 ＶＳ 入野 リーグ ① ９：００～ 浜岡 ＶＳ 掛川北 リーグ

③ １１：１０～ 笠井 ＶＳ 三方原 リーグ ③ １１：００～ 富塚 ＶＳ 浜松北部 リーグ

会場 会場

① ９：００～ 豊田南 ＶＳ 入野 リーグ ① ９：００～ 富塚 ＶＳ 神久呂 リーグ

③ １１：１０～ 八幡 ＶＳ 掛川北 リーグ ③ １１：１０～ 笠井 ＶＳ 浜岡 リーグ

下垂木Ｇ　※ＡＭのみ

第４節 第４節

１０月１９日（土） 下垂木Ｇ　※～15:00 １０月１９日（土） 富塚中Ｇ

第３節 第３節

１０月２６日（土） 可美公園Ｇ １０月２６日（土）

和地山Ｇ　※ＡＭのみ

第２節

１１月３日（日） 豊田南中学校Ｇ

第１節 第１節

１０月２０日（日　） 凧揚げ会場 １０月２０日（日）



会場

① ９：００～ 浜松北部 ＶＳ 入野 リーグ

③ １１：１０～ 三方原 ＶＳ 掛川北 リーグ

④ １２：２０～ 八幡 ＶＳ 浜岡 リーグ

⑤ １３：３０～ 豊田南 ＶＳ 神久呂 リーグ

⑥ ＶＳ

第５節

１１月４日（月） 雄踏多目的Ｇ



HONDA　CUP　予選リーグ　K・Lブロック

月日 会場

１０月１２日（土） 佐鳴台中Ｇ 積志 対 佐鳴台 蜆塚 対 湖東
１０月１３日（日） 半田山Ｇ 積志 対 東部 西部 対 蜆塚

東部 対 佐鳴台 蜆塚 対 江南
浅羽 対 湖東
浅羽 対 西部
磐田東 対 浅羽

医大Ｇ 積志 対 篠原 湖東 対 江南
１０月２６日（土） 半田山Ｇ 佐鳴台 対 天竜 磐田東 対 江南
１１月　２日（土） 亀崎多目的Ｇ 東部 対 天竜 磐田東 対 湖東
１１月　３日（日） 磐田東Ｇ 東部 対 篠原 磐田東 対 浅羽

平口Ｇ 積志 対 天竜 湖東 対 西部
篠原 対 佐鳴台 蜆塚 対 浅羽

江南 対 浅羽
篠原 対 天竜 磐田東 対 蜆塚

西部 対 江南
１１月１０日（日） 磐田東Ｇ

１０月１９日（土） 亀崎多目的Ｇ

１０月２０日（日）
凧場Ｇ

ホンダカップ　グループリーグ日程表
Ｋブロック Ｌブロック

対戦 対戦

１１月　４日（月）
亀崎芝生Ｇ


