
第１節 kick off

ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ VS 瀬戸内 11:00 広島皆実高校サッカー場

広島皆実 VS 境 13:30 広島皆実高校サッカー場

岡山学芸館 VS ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 11:00 岡山学芸館高校瀬戸内グランド

作  陽 VS 広島観音 13:30 岡山学芸館高校瀬戸内グランド

立正大淞南 VS 玉野光南 13:30 松江総合運動公園陸上競技場

第２節 kick off

瀬戸内 VS 作　陽 13:00 吉田サッカー公園

広島観音 VS 岡山学芸館 15:00 吉田サッカー公園

境 VS 立正大淞南 11:00 鳥取県フットボールセンター大山夕陽の丘神田

ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 VS 広島皆実 11:00 政田サッカー場

玉野光南 VS ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ 13:30 政田サッカー場

第３節 kick off

広島皆実 VS 広島観音 11:00 コカコーラウェスト広島スタジアム
ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ VS 立正大淞南 13:30 コカコーラウェスト広島スタジアム

玉野光南 VS ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 11:00

岡山学芸館 VS 瀬戸内 13:30

作　陽 VS 境 11:00 カンダグループサッカーラグビー場

第４節 kick off

玉野光南 VS 作　陽 11:00 政田サッカー場

ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 VS ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ 13:30 政田サッカー場

瀬戸内 VS 広島皆実 11:00 広島皆実高校サッカー場

広島観音 VS 立正大淞南 13:30 広島皆実高校サッカー場

境 VS 岡山学芸館 11:00 鳥取県フットボールセンター大山夕陽の丘神田

第５節 kick off

作　陽 VS ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 11:00 カンダグループサッカーラグビー場

岡山学芸館 VS 立正大淞南 13:30 カンダグループサッカーラグビー場

ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ VS 境 11:00

瀬戸内 VS 広島観音 11:00

広島皆実 VS 玉野光南 13:30

第６節 kick off

作　陽 VS 岡山学芸館 11:00 カンダグループサッカーラグビー場

ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 VS 瀬戸内 13:30 カンダグループサッカーラグビー場

広島観音 VS ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ 11:00 吉田サッカー公園

境 VS 玉野光南 11:00 どらドラパーク米子球技場

立正大淞南 VS 広島皆実 11:00 松江総合運動公園陸上競技場

第７節 kick off

立正大淞南 VS 作　陽 11:00 長浜中央公園天然芝生多目的広場

岡山学芸館 VS 玉野光南 10:00

瀬戸内 VS 境 11:00

広島皆実 VS ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ 11:00

広島観音 VS ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 13:30

第8節 kick off

ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ VS 岡山学芸館 11:00 吉田サッカー公園

瀬戸内 VS 玉野光南 13:30 吉田サッカー公園

ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 VS 立正大淞南 11:00 政田サッカー場

作　陽 VS 広島皆実 13:30 政田サッカー場

境 VS 広島観音 11:00 どらドラパーク米子球技場

第9節 kick off

広島皆実 VS 岡山学芸館 15:00 広島皆実高校サッカー場

立正大淞南 VS 瀬戸内 10:00 出雲健康公園天然芝生多目的広場

ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 VS 境 11:00 政田サッカー場

玉野光南 VS 広島観音 13:30 政田サッカー場

作　陽 VS ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ 11:00 カンダグループサッカーラグビー場
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第10節 kick off

ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 VS 岡山学芸館 11:00 政田サッカー場

玉野光南 VS 立正大淞南 13:30 政田サッカー場

瀬戸内 VS ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ 11:00

広島観音 VS 作　陽 13:30

境 VS 広島皆実 11:00 どらドラパーク米子球技場

第11節 kick off

広島皆実 VS ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 11:00 広島皆実高校サッカー場

ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ VS 玉野光南 11:00

立正大淞南 VS 境 10:00 松江そうごう市営補助競技場（人工芝）

作　陽 VS 瀬戸内 11:00 カンダグループサッカーラグビー場

岡山学芸館 VS 広島観音 13:30 カンダグループサッカーラグビー場

第12節 kick off

広島観音 VS 広島皆実 11:00 東広島運動公園陸上競技場

瀬戸内 VS 岡山学芸館 13:30 東広島運動公園陸上競技場

ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 VS 玉野光南 10:00

立正大淞南 VS ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ 13:30

境 VS 作　陽 10:30

第13節 kick off

広島皆実 VS 瀬戸内 11:00 吉田サッカー公園

ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ VS ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 13:30 吉田サッカー公園

作　陽 VS 玉野光南 11:00 カンダグループサッカーラグビー場

岡山学芸館 VS 境 13:30 カンダグループサッカーラグビー場

立正大淞南 VS 広島観音 13:30

第14節 kick off

境 VS ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ 11:00

立正大淞南 VS 岡山学芸館 13:30

広島観音 VS 瀬戸内 13:30

ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 VS 作　陽 11:00

玉野光南 VS 広島皆実 13:30

第15節 kick off

広島皆実 VS 立正大淞南 11:00 広島皆実高校サッカー場

瀬戸内 VS ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 11:00 広島皆実高校サッカー場

岡山学芸館 VS 作　陽 13:30 岡山学芸館高校瀬戸内グランド

玉野光南 VS 境 11:00 岡山学芸館高校瀬戸内グランド

ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ VS 広島観音 11:00

第16節 kick off

作　陽 VS 立正大淞南 11:00 カンダグループサッカーラグビー場

玉野光南 VS 岡山学芸館 13:30 カンダグループサッカーラグビー場

ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 VS 広島観音 13:30

ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ VS 広島皆実 11:00 吉田サッカー公園

境 VS 瀬戸内 13:30 どらドラパーク米子球技場

第17節 kick off

岡山学芸館 VS ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ 11:00 岡山学芸館高校瀬戸内グランド

玉野光南 VS 瀬戸内 13:30

広島皆実 VS 作　陽 11:00

広島観音 VS 境 13:30

立正大淞南 VS ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 13:30

第18節 kick off

瀬戸内 VS 立正大淞南 11:00

ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島ﾕｰｽｾｶﾝﾄﾞ VS 作　陽 13:30

岡山学芸館 VS 広島皆実 13:30 岡山学芸館高校瀬戸内グランド

広島観音 VS 玉野光南 13:30

境 VS ﾌｧｼﾞｱｰﾉ岡山U-18 13:30
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