
１０月４日（土）Ａリーグ 
場所 順 開始時間 対  戦 主審 副審１ 副審２ 第４審 

西
可
児
中 

（１） 9：00 帝大可 ＶＳ 西可児 坂祝 向陽 美加東 向陽 
（２） 10：00 美加東 ＶＳ 向陽 若林 西可児 帝大可 坂祝 
（３） 11：30 西可児 ＶＳ 坂祝 帝大可 向陽 帝大可 向陽 
（４） 12：30 帝大可 ＶＳ 向陽 美加東 坂祝 西可児 西可児 
（５） 14：00 美加東 ＶＳ 坂祝 向陽 西可児 帝大可 帝大可 

 
１０月４日（土）Ｂリーグ 

場所 順 開始時間 対  戦 主審 副審１ 副審２ 第４審 

東
可
児
中 

（Ⅰ） 9：00 中部 ＶＳ 美加西 東可児 蘇南 広・八 蘇南 
（Ⅱ） 10：00 蘇南 ＶＳ 広・八 中部 中部 美加西 東可児 
（Ⅲ） 11：30 美加西 ＶＳ 東可児 蘇南 広・八 中部 中部 
（Ⅳ） 12：30 中部 ＶＳ 広・八 蘇南 蘇南 美加西 東可児 
（Ⅴ） 14：00 蘇南 ＶＳ 東可児 広・八 中部 広・八 美加西 

 
順位決定リーグ２日間 
 上位リーグ 

 帝大可 坂祝 美加東 中部 蘇南 勝ち点 総得点 総失点 得失点 順位 
帝大可  ① （１） （４） ③      
坂祝 ①  ④ （２） （５）      
美加東 （１） ④  ② （３）      
中部 （４） （２） ②  ⑤      
蘇南 ③ （５） （３） ⑤       

下位リーグ 
 西可児 向陽 美加西 広・八 東可児 勝ち点 総得点 総失点 得失点 順位 
西可児  Ⅰ （Ⅰ） （Ⅳ） Ⅲ      
向陽 Ⅰ  Ⅳ （Ⅱ） （Ⅴ）      
美加西 （Ⅰ） Ⅳ  Ⅱ （Ⅲ）      
広・八 （Ⅳ） （Ⅱ） Ⅱ  Ⅴ      
東可児 Ⅲ （Ⅴ） （Ⅲ） Ⅴ       

 
１１月２日（日）上位リーグ 
場所 順 開始時間 対戦 主審 副審１ 副審２ 第４審 

Ｌ
ポ
ー
ト 

① 9：00 帝大可 ＶＳ 坂祝 蘇南 蘇南 中部 美加東 
② 10：00 美加東 ＶＳ 中部 坂祝 帝大可 蘇南 帝大可 
③ 11：30 帝大可 ＶＳ 蘇南 中部 美加東 美加東 坂祝 
④ 12：30 坂祝 ＶＳ 美加東 帝大可 蘇南 中部 中部 
⑤ 14：00 中部 ＶＳ 蘇南 美加東 坂祝 帝大可 美加東 

 
 
 



１１月１日（土）下位リーグ 
場所 順 開始時間 対戦 主審 副審１ 副審２ 第４審 

広
陵
中 

① 9：00 西可児 ＶＳ 向陽 東可児 広・八 美加西 広・八 
② 10：00 美加西 ＶＳ 広・八 向陽 西可児 西可児 向陽 
③ 11：30 西可児 ＶＳ 東可児 広・八 向陽 美加西 広・八 
④ 12：30 向陽 ＶＳ 美加西 広・八 東可児 西可児 西可児 
⑤ 14：00 広・八 ＶＳ 東可児 向陽 向陽 美加西 西可児 

 
 
１１月３日（月）上位リーグ 
場所 順 開始時間 対戦 主審 副審１ 副審２ 第４審 

中
部
中 

（１） 9：00 帝大可 ＶＳ 美加東 蘇南 蘇南 中部 坂祝 
（２） 10：00 坂祝 ＶＳ 中部 帝大可 蘇南 美加東 帝大可 
（３） 11：30 美加東 ＶＳ 蘇南 坂祝 中部 帝大可 中部 
（４） 12：30 帝大可 ＶＳ 中部 美加東 蘇南 美加東 蘇南 
（５） 14：00 坂祝 ＶＳ 蘇南 中部 中部 帝大可 美加東 

 
１１月３日（月）下位リーグ 
場所 順 開始時間 対戦 主審 副審１ 副審２ 第４審 

広
陵
中 

（Ⅰ） 9：00 西可児 ＶＳ 美加西 向陽 広・八 広・八 東可児 
（Ⅱ） 10：00 向陽 ＶＳ 広・八 東可児 西可児 美加西 西可児 
（Ⅲ） 11：30 美加西 ＶＳ 東可児 広・八 向陽 西可児 広・八 
（Ⅳ） 12：30 西可児 ＶＳ 広・八 向陽 美加西 東可児 向陽 
（Ⅴ） 14：00 向陽 ＶＳ 東可児 広・八 西可児 西可児 美加西 

 


