
日程 時間 会場 審判 記録 備考 日程 時間 会場 審判 記録 備考

アスルクラロU18  - 三島北 4月3日 10:00 二日町 伊豆総合 アスルクラロ 加藤学園２  - 下田 4月4日 10:00 飛龍 飛龍３ 加藤学園2

沼津東  - 伊豆総合 4月3日 14:00 二日町 三島南 沼津東 飛龍３  - 桐陽２ 4月4日 12:00 飛龍 下田 桐陽２

富士見  - 富士 4月4日 10:00 富士総合 吉原 富士見 吉原工業  - 三島南 4月3日 12:00 二日町 三島北 吉原工業

桐陽  - 沼津工業 4月4日 10:00 スポ広 御殿場南 桐陽 富士見２  - 伊豆中央 4月4日 12:00 富士総合 富士 伊豆中央

富士東  - 御殿場南 4月4日 12:00 スポ広 沼津工業 富士東 日大三島３  - 沼津西２ 4月4日 11:00 日大三島 韮山 日大三島３

富士宮北  - 富士市立３ 4月4日 14:00 市立 富士宮西 富士市立３ 吉原  - 伊東 4月4日 14:00 富士総合 富士見２ 伊東

日大三島2  - 韮山 4月4日 9:00 日大三島 沼津西２ 日大三島２ 富士市立４  - 富士宮西 4月4日 16:00 富士市立 富士宮北 富士市立4

日程 時間 会場 審判 記録 備考 日程 時間 会場 審判 記録 備考

アスルクラロU18  - 伊豆総合 4月11日 15:00 二日町 沼津東 伊豆総合 加藤学園２  - 桐陽２ 4月11日 12:00 飛龍 伊豆中央 加藤学園２

富士  - 三島北 4月11日 9:00 二日町 御殿場南 富士 三島南  - 下田 4月10日 10:00 三島南 吉原工業 下田

沼津東  - 沼津工業 4月11日 13:00 二日町 アスルクラロU18 沼津工業 飛龍３  - 伊豆中央 4月11日 10:00 飛龍 桐陽２ 飛龍３

富士見  - 御殿場南 4月11日 11:00 二日町 三島北 富士見 吉原工業  - 沼津西２ 4月11日 12:00 三島南 三島南 沼津西２

桐陽  - 富士市立３ 4月10日 14:00 富士市立 吉原 富士市立３ 富士見２  - 伊東 4月11日 15:30 スパーク 日大三島３ 富士見２

富士東  - 韮山 4月10日 13:30 スパーク 日大三島2 韮山 日大三島３  - 富士宮西 4月11日 13:30 スパーク 伊東 富士宮西

富士宮北  - 日大三島2 4月10日 15:30 スパーク 富士東 富士宮北 吉原  - 富士市立４ 4月10日 16:00 富士市立 桐陽 富士市立4

日程 時間 会場 審判 記録 備考 日程 時間 会場 審判 記録 備考

アスルクラロU18  - 富士 6月12日 10:00 うさぎ島１ 沼津西２ アスルクラロ 加藤学園２  - 三島南 6月12日 12:00 うさぎ島１ 富士 三島南

沼津工業  - 伊豆総合 6月12日 14:00 うさぎ島１ 加藤学園２ 伊豆総合 伊豆中央  - 桐陽２ 6月12日 10:00 うさぎ島２ 沼津工業 伊豆中央

御殿場南  - 三島北 6月12日 12:00 うさぎ島２ 桐陽２ 御殿場南 沼津西２  - 下田 6月12日 14:00 うさぎ島２ 三島北 下田

沼津東  - 富士市立３ 6月13日 10:00 富士市立 富士見２ 富士市立３ 飛龍３  - 伊東 6月12日 12:00 うさぎ島３ 富士見 飛龍３

富士見  - 韮山 6月12日 10:00 うさぎ島３ 日大三島３ 韮山 吉原工業  - 富士宮西 6月12日 14:00 うさぎ島３ 伊東 富士宮西

桐陽  - 日大三島2 6月12日 12:00 うさぎ島4 富士東 日大三島２ 富士見２  - 富士市立４ 6月13日 12:00 富士市立 沼津東 富士市立４

富士東  - 富士宮北 6月12日 10:00 うさぎ島４ 吉原工業 富士宮北 日大三島３  - 吉原 6月12日 14:00 うさぎ島４ 桐陽 吉原

日程 時間 会場 審判 記録 備考 日程 時間 会場 審判 記録 備考

アスルクラロU18  - 沼津工業 6月20日 14:00 時之栖A 伊豆中央 沼津工業 加藤学園２  - 伊豆中央 6月20日 16:00 時之栖A アスルクラロU18 加藤学園2

御殿場南  - 富士 6月19日 10:00 御殿場南 富士宮西 御殿場南 沼津西２  - 三島南 6月20日 12:00 沼津東 日大三島2 沼津西２

富士市立３  - 伊豆総合 6月19日 14:00 富士市立 飛龍３ 富士市立３ 伊東  - 桐陽２ 6月20日 16:00 時之栖B 富士東 桐陽２

韮山  - 三島北 6月20日 12:00 富士総合 吉原 三島北 富士宮西  - 下田 6月19日 12:00 御殿場南 富士 下田

沼津東  - 日大三島2 6月20日 10:00 沼津東 三島南 沼津東 飛龍３  - 富士市立４ 6月19日 16:00 富士市立 伊豆総合 富士市立４

富士見  - 富士宮北 6月19日 10:00 富士宮北 日大三島３ 富士見 吉原工業  - 吉原 6月20日 10:00 富士総合 韮山 吉原工業

桐陽  - 富士東 6月20日 14:00 時之栖B 伊東 桐陽 富士見２  - 日大三島３ 6月19日 12:00 富士宮北 富士宮北 富士見２

日程 時間 会場 審判 記録 備考 日程 時間 会場 審判 記録 備考

アスルクラロU18  - 御殿場南 6月26日 10:00 御殿場南 沼津西２ 御殿場南 加藤学園２  - 沼津西２ 6月26日 12:00 御殿場南 アスルクラロU18 加藤学園２

富士市立３  - 沼津工業 6月27日 14:00 富士市立 桐陽２ 富士市立３ 伊東  - 伊豆中央 6月27日 12:00 二日町 韮山 伊豆中央

韮山  - 富士 6月27日 10:00 二日町 伊豆中央 富士 富士宮西  - 三島南 6月26日 12:00 富士宮北 富士宮北 三島南

日大三島2  - 伊豆総合 6月27日 9:00 日大三島 飛龍３ 日大三島2 富士市立４  - 桐陽２ 6月27日 16:00 富士市立 沼津工業 富士市立４

富士宮北  - 三島北 6月26日 10:00 富士宮北 富士宮西 三島北 吉原  - 下田 6月27日 12:00 時之栖 富士見 下田

沼津東  - 富士東 6月27日 10:00 時之栖 吉原 富士東 飛龍３  - 日大三島３ 6月27日 11:00 日大三島 伊豆総合 日大三島３

富士見  - 桐陽 6月27日 10:00 時之栖 吉原工業 桐陽 吉原工業  - 富士見２ 6月27日 12:00 時之栖 沼津東 富士見２

日程 時間 会場 審判 記録 備考 日程 時間 会場 審判 記録 備考

アスルクラロU18  - 富士市立３ 7月11日 14:00 富士市立 伊豆中央 富士市立３ 加藤学園２  - 伊東 7月10日 11:00 時之栖A 御殿場南 伊東

韮山  - 御殿場南 7月10日 9:00 時之栖A 加藤学園２ 韮山 富士宮西  - 沼津西２ 7月10日 11:00 時之栖B 富士宮北 沼津西２

日大三島2  - 沼津工業 7月11日 9:00 日大三島 桐陽２ 日大三島2 富士市立４  - 伊豆中央 7月11日 16:00 富士市立 アスルクラロU18 富士市立４

富士宮北  - 富士 7月10日 9:00 時之栖B 富士宮西 富士 吉原  - 三島南 7月10日 15:00 時之栖A 伊豆総合 吉原

富士東  - 伊豆総合 7月10日 13:00 時之栖A 三島南 富士東 日大三島３  - 桐陽２ 7月11日 11:00 日大三島 沼津工業 日大三島３

桐陽  - 三島北 7月10日 13:00 時之栖B 飛龍３ 三島北 富士見２  - 下田 7月11日 11:00 時之栖A 沼津東 富士見２

沼津東  - 富士見 7月11日 9:00 時之栖A 下田 富士見 飛龍３  - 吉原工業 7月10日 15:00 時之栖B 桐陽 吉原工業

日程 時間 会場 審判 記録 備考 日程 時間 会場 審判 記録 備考

アスルクラロU18  - 韮山 7月18日 10:00 多目的 三島北 アスルクラロ 加藤学園２  - 富士宮西 7月17日 14:00 富士宮北 沼津工業 富士宮西

日大三島2  - 富士市立３ 7月18日 9:00 日大三島 伊豆中央 日大三島2 富士市立４  - 伊東 7月18日 14:00 富士市立 沼津西２ 富士市立４

富士宮北  - 御殿場南 7月17日 10:00 富士宮北 加藤学園２ 御殿場南 吉原  - 沼津西２ 7月18日 16:00 富士市立 伊東 吉原

富士東  - 沼津工業 7月17日 12:00 富士宮北 富士宮北 富士東 日大三島３  - 伊豆中央 7月18日 11:00 日大三島 富士市立３ 日大三島３

桐陽  - 富士 7月18日 12:00 多目的 韮山 富士 富士見２  - 三島南 7月18日 15:00 富士見 伊豆総合 富士見２

富士見  - 伊豆総合 7月18日 13:00 富士見 三島南 富士見 吉原工業  - 桐陽２ 7月18日 12:00 飛龍 飛龍３ 吉原工業

沼津東  - 三島北 7月18日 14:00 多目的 桐陽 沼津東 飛龍３  - 下田 7月18日 10:00 飛龍 桐陽２ 下田

日程 時間 会場 審判 記録 備考 日程 時間 会場 審判 記録 備考

アスルクラロU18  - 日大三島2 7月24日 12:00 桐陽 下田 アスルクラロ 加藤学園２  - 富士市立４ 7月25日 16:00 富士市立 富士東 富士市立４

富士宮北  - 韮山 7月24日 10:00 富士宮北 日大三島３ 韮山 吉原  - 富士宮西 7月25日 12:00 飛龍 飛龍３ 吉原

富士東  - 富士市立３ 7月25日 14:00 富士市立 加藤学園２ 富士市立３ 日大三島３  - 伊東 7月24日 12:00 富士宮北 富士宮北 伊東

桐陽  - 御殿場南 7月25日 10:00 多目的 三島北 桐陽 富士見２  - 沼津西２ 7月24日 15:00 富士見 沼津工業 富士見２

富士見  - 沼津工業 7月24日 13:00 富士見 沼津西２ 富士見 吉原工業  - 伊豆中央 7月24日 10:00 吉原工業 富士 伊豆中央

沼津東  - 富士 7月24日 12:00 吉原工業 吉原工業 沼津東 飛龍３  - 三島南 7月25日 10:00 飛龍 富士宮西 三島南

伊豆総合  - 三島北 7月25日 12:00 多目的 御殿場南 伊豆総合 桐陽２  - 下田 7月24日 10:00 桐陽 日大三島2 桐陽２

日程 時間 会場 審判 記録 備考 日程 時間 会場 審判 記録 備考

アスルクラロU18  - 富士宮北 9月4日 11:00 二日町 桐陽 富士宮北 加藤学園２  - 吉原 9月4日 12:00 飛龍 沼津西２ 加藤学園２

富士東  - 日大三島2 9月5日 10:00 富士総合 富士 富士東 日大三島３  - 富士市立４ 9月5日 16:00 富士市立 富士見 富士市立４

桐陽  - 韮山 9月4日 9:00 二日町 アスルクラロU18 韮山 富士見２  - 富士宮西 9月5日 13:00 富士見 伊東 富士宮西

富士見  - 富士市立３ 9月5日 14:00 富士市立 日大三島３ 富士市立３ 吉原工業  - 伊東 9月4日 15:00 富士見 富士見２ 吉原工業

沼津東  - 御殿場南 9月4日 13:00 二日町 沼津工業 御殿場南 飛龍３  - 沼津西２ 9月4日 10:00 飛龍 吉原 飛龍３

沼津工業  - 三島北 9月4日 15:00 二日町 沼津東 三島北 伊豆中央  - 下田 9月4日 12:00 桐陽 桐陽２ 下田

富士  - 伊豆総合 9月5日 14:00 富士総合 日大三島2 伊豆総合 三島南  - 桐陽２ 9月4日 10:00 桐陽 伊豆中央 三島南

日程 時間 会場 審判 記録 備考 日程 時間 会場 審判 記録 備考

アスルクラロU18  - 富士東 9月11日 9:00 時之栖D 三島南 アスルクラロ 加藤学園２  - 日大三島３ 9月11日 15:00 時之栖E1 伊豆総合 日大三島３

桐陽  - 富士宮北 9月11日 9:00 時之栖E1 富士宮西 富士宮北 富士見２  - 吉原 9月11日 15:00 時之栖E2 沼津工業 吉原

富士見  - 日大三島2 9月11日 9:00 時之栖E2 伊東 富士見 吉原工業  - 富士市立４ 9月12日 16:00 富士市立 三島北 富士市立４

沼津東  - 韮山 9月11日 13:00 時之栖D 桐陽２ 沼津東 飛龍３  - 富士宮西 9月11日 11:00 時之栖E1 桐陽 飛龍３

富士市立３  - 三島北 9月12日 14:00 富士市立 吉原工業 富士市立３ 伊東  - 下田 9月11日 11:00 時之栖E2 日大三島2 下田

御殿場南  - 伊豆総合 9月11日 13:00 時之栖E1 加藤学園２ 御殿場南 沼津西２  - 桐陽２ 9月11日 15:00 時之栖D 韮山 沼津西２

沼津工業  - 富士 9月11日 13:00 時之栖E2 富士見２ 富士 伊豆中央  - 三島南 9月11日 11:00 時之栖D 富士東 伊豆中央

日程 時間 会場 審判 記録 備考 日程 時間 会場 審判 記録 備考

アスルクラロU18  - 桐陽 9月19日 10:00 桐陽 富士宮西 桐陽 加藤学園２  - 富士見２ 9月19日 15:00 富士見 富士東 富士見２

富士見  - 富士東 9月19日 13:00 富士見 加藤学園２ 富士見 吉原工業  - 日大三島３ 9月19日 11:00 日大三島 三島北 日大三島３

沼津東  - 富士宮北 9月18日 10:00 富士宮北 沼津西２ 富士宮北 飛龍３  - 吉原 9月19日 10:00 飛龍 韮山 飛龍３

日大三島2  - 三島北 9月19日 9:00 日大三島 吉原工業 日大三島2 富士市立４  - 下田 9月19日 12:00 富士市立 富士 富士市立４

韮山  - 伊豆総合 9月19日 12:00 飛龍 吉原 伊豆総合 富士宮西  - 桐陽２ 9月19日 12:00 桐陽 アスルクラロU18 桐陽２

富士市立３  - 富士 9月19日 10:00 富士市立 下田 富士市立３ 伊東  - 三島南 9月18日 12:00 御殿場南 御殿場南 三島南

御殿場南  - 沼津工業 9月18日 10:00 御殿場南 伊東 沼津工業 沼津西２  - 伊豆中央 9月18日 12:00 富士宮北 沼津東 伊豆中央

日程 時間 会場 審判 記録 備考 日程 時間 会場 審判 記録 備考

アスルクラロU18  - 富士見 11月6日 9:00 時之栖 吉原工業 アスルクラロ 加藤学園２  - 吉原工業 11月6日 11:00 時之栖 富士見 加藤学園２

沼津東  - 桐陽 11月6日 10:00 スポ広 吉原 桐陽 飛龍３  - 富士見２ 11月6日 15:00 時之栖 伊豆総合 富士見２

富士東  - 三島北 11月7日 9:00 時之栖 伊豆中央 三島北 日大三島３  - 下田 11月7日 11:00 日大三島 富士 日大三島３

富士宮北  - 伊豆総合 11月6日 13:00 時之栖 飛龍３ 富士宮北 吉原  - 桐陽２ 11月6日 12:00 スポ広 沼津東 桐陽２

日大三島2  - 富士 11月7日 9:00 日大三島 下田 日大三島2 富士市立４  - 三島南 11月6日 12:00 富士市立 御殿場南 富士市立４

韮山  - 沼津工業 11月7日 13:00 時之栖 伊東 沼津工業 富士宮西  - 伊豆中央 11月7日 11:00 時之栖 富士東 富士宮西

富士市立３  - 御殿場南 11月6日 10:00 富士市立 三島南 富士市立３ 伊東  - 沼津西２ 11月7日 15:00 時之栖 韮山 沼津西２

日程 時間 会場 審判 記録 備考 日程 時間 会場 審判 記録 備考

アスルクラロU18  - 沼津東 11月13日 9:00 時之栖 富士東 沼津東 加藤学園２  - 飛龍３ 11月13日 10:00 飛龍 伊豆中央 飛龍３

富士見  - 三島北 11月14日 9:00 時之栖 桐陽 三島北 吉原工業  - 下田 11月14日 13:00 時之栖 富士見２ 吉原工業

桐陽  - 伊豆総合 11月14日 11:00 時之栖 富士見 伊豆総合 富士見２  - 桐陽２ 11月14日 15:00 時之栖 下田 桐陽２

富士東  - 富士 11月13日 11:00 時之栖 アスルクラロU18 富士 日大三島３  - 三島南 11月14日 11:00 日大三島 御殿場南 日大三島３

富士宮北  - 沼津工業 11月13日 10:00 富士宮北 富士市立４ 沼津工業 吉原  - 伊豆中央 11月13日 12:00 飛龍 加藤学園２ 吉原

日大三島2  - 御殿場南 11月14日 9:00 日大三島 三島南 日大三島2 富士市立４  - 沼津西２ 11月13日 12:00 富士宮北 富士宮北 沼津西２

韮山  - 富士市立３ 11月13日 13:00 時之栖 富士宮西 韮山 富士宮西  - 伊東 11月13日 15:00 時之栖 富士市立３ 伊東

第12節

対戦カード

第12節

対戦カード

6日：時之栖1

面終日、スポ

広

7日：時之栖1

面終日

第13節

対戦カード

第13節

対戦カード

両日：時之栖1面

第10節

対戦カード

第10節

対戦カード

集中開催：時之栖裾野D.E1.E2

第11節

対戦カード

第11節

対戦カード

第8節

対戦カード

第8節

対戦カード

25日：多目的

第9節

対戦カード

第9節

対戦カード

4日：二日町

5日：富士総

合

第6節

対戦カード

第6節

対戦カード

集中開催

10日：時之栖

２面終日

11日：時之栖

２面終日、二

日町

第7節

対戦カード

第7節

対戦カード

18日：多目的

第4節

対戦カード

第4節

対戦カード

20日：富士総合、時之栖２面14:00〜

第5節

対戦カード

第5節

対戦カード

27日：時之栖

２面終日、二

日町

第2節

対戦カード

第2節

対戦カード

第3節

対戦カード

第3節

対戦カード

集中開催：うさぎ島１２３４

東部A 東部B

第1節

対戦カード

第1節

対戦カード


