
節 日程 時間 会場 主審 副審1 副審2 四審 時間 会場 主審 副審1 副審2 四審
13:00 四日大 愛院大B2 愛院大 審判部 愛院大 名院大 愛院大 13:00 名経大A 名商大B 名経大 中京大 名商大 名経大 名経大

10:00 静産大Y 中京大U22 学泉大 学泉大 東園大 学泉大 学泉大

11:00 東邦大 中京大U21 中部大 中部大 中部大 中京大 中部大 13:00 東園大A 岐経大 岐経大 名経大 東園大 岐経大 岐経大

14:00 中京大U22 東邦大 愛院大 審判部 愛院大 中部大 愛院大

12:00 岐経大 四日大 学泉大 審判部 名商大 名院大 学泉大 14:00 中京大U21 常大浜 有玉G 静産大 中京大 常大浜 常大浜

11:00 名商大B 東園大A 名商大 審判部 名商大 東園大 名商大 11:00 愛院大B2 静産大Y 静産大 学泉大 静産大 学泉大 静産大

13:00 愛院大B2 東園大A 愛院大 審判部 愛院大 中京大 愛院大 13:00 岐経大 名経大A 名経大 東園大 名経大 東園大 名経大

14:00 中京大U22 四日大 中京大 東園大 中京大 東園大 中京大 14:00 常大浜 東邦大 有玉G 静産大 常大浜 東邦大 常大浜

12:00 中京大U21 静産大Y 中京大 四日大 四日大 静産大 中京大

15:00 中京大U21 名商大B 愛院大 名商大 名商大 愛院大 愛院大 15:00 中京大U22 岐経大 岐経大 静産大 静産大 中京大 岐経大

10:00 静産大Y 四日大 学泉大 審判部 名商大 東園大 学泉大 13:00 東邦大 東園大A 名商大 審判部 東園大 名院大 名商大

未定 常大浜 名経大A 常大浜 名経大 会場校

13:00 中京大U21 愛院大B2 愛院大 淑徳大 淑徳大 愛院大 愛院大 13:00 静産大Y 名経大A 名経大 審判部 名商大 中京大 名経大

12:00 東邦大 名商大B 学泉大 審判部 名院大 学泉大 学泉大 14:00 常大浜 岐経大 有玉G 静産大 名商大 静産大 常大浜

13:00 四日大 東園大A 名商大 審判部 名経大 東園大 名商大

15:00 愛院大B2 名商大B 愛院大 審判部 東園大 愛院大 愛院大 15:00 中京大U22 名経大A 名経大 審判部 名経大 静産大 名経大

10:00 東邦大 静産大Y 学泉大 常大浜 常大浜 四日大 学泉大 9:00 中京大U21 東園大A 名商大 審判部 淑徳大 名商大 名商大

12:00 常大浜 四日大 学泉大 審判部 東邦大 静産大 学泉大

13:00 東邦大 愛院大B2 愛院大 学泉大 愛院大 愛院大 13:00 東園大A 名経大A 名経大 名経大 名商大 名経大

11:00 四日大 名商大B 名商大 東園大 名商大 名商大 14:00 常大浜 中京大U22 有玉G 常大浜 中京大 常大浜

13:00 静産大Y 岐経大 静産大 名院大 静産大 静産大

15:00 愛院大B2 常大浜 愛院大 東園大 愛院大 愛院大 15:00 名経大A 四日大 名経大 東園大 淑徳大 名経大

10:00 名商大B 静産大Y 学泉大 学泉大 名商大 学泉大 13:00 岐経大 東邦大 岐経大 岐経大 東邦大 岐経大

14:00 中京大U22 中京大U21 中京大 名経大 中京大 中京大

13:00 名経大A 中京大U21 名経大 名院大 名経大 名経大

12:00 四日大 東邦大 学泉大 学泉大 淑徳大 学泉大 15:00 岐経大 愛院大B2 愛院大 愛院大 静産大 愛院大

13:00 東園大A 常大浜 中部大 東園大 常大浜 中部大 10:00 名商大B 中京大U22 中京大 東園大 中京大 中京大

15:00 名経大A 愛院大B2 愛院大 愛院大 名商大 愛院大

10:00 東園大A 中京大U22 学泉大 学泉大 東園大 学泉大 14:00 静産大Y 常大浜 有玉G 静産大 名商大 常大浜

11:00 四日大 中京大U21 中部大 中部大 名経大 中部大 13:00 名商大B 岐経大 岐経大 名院大 中京大 岐経大
13:00 愛院大B2 中京大U22 愛院大 愛院大 名経大 愛院大 13:00 名経大A 東邦大 名経大 名商大 名商大 名経大
12:00 名商大B 常大浜 学泉大 学泉大 中京大 学泉大 9:00 東園大A 静産大Y 東園大 東園大 東園大 東園大

15:00 岐経大 中京大U21 岐経大 静産大 淑徳大 岐経大
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