
9月16日 K.O グラウンド 10月21日 K.O グラウンド

Aリーグ 朝日大 × 日福大 14:00 中京大 Aリーグ 朝日大 × 愛工大 12:00 メドウ

中京大 × 中部大 12:00 中京大 中京大 × 名城大 12:00 瑞穂

名城大 × 愛学大 12:00 名城大 名院大 × 日福大 14:00 瑞穂

愛工大 × 名院大 14:00 名城大 愛学大 × 中部大 12:00 豊田運動

Bリーグ 名経大 × 名市大 12:00 名経大 Bリーグ 名経大 × 名工大 14:00 豊田運動
名古屋 × 三重大 12:00 三重大 名古屋 × 金学大 12:00 名古屋
金学大 × 愛教大 14:00 三重大 静岡大 × 名市大 14:00 名古屋
名工大 × 静岡大 14:00 名経大 愛教大 × 三重大 12:00 愛教大

Cリーグ 南山大 × 豊技大 14:00 愛学大 Cリーグ 淑徳大 × 東学大 12:00 東学大
藤保大 × 静県大 14:00 東学大 南山大 × 愛学歯 14:00 愛教大
愛知大 × 愛学歯 12:00 愛学大 愛知大 × 豊技大 14:00 東学大
東学大 × 岐阜大 12:00 東学大 静県大 × 岐阜大 14:00 メドウ

9月23日 10月28日

Aリーグ 朝日大 × 中部大 12:00 メドウ Aリーグ 朝日大 × 名城大 12:00 瑞穂

中京大 × 日福大 14:00 メドウ 中京大 × 愛工大 12:00 豊田運動

名城大 × 名院大 12:00 名城大 名院大 × 中部大 14:00 瑞穂

愛工大 × 愛学大 14:00 名城大 愛学大 × 日福大 14:00 豊田運動

Bリーグ 名経大 × 三重大 12:00 名経大 Bリーグ 名経大 × 金学大 12:00 メドウ
名古屋 × 名市大 12:00 名古屋 名古屋 × 名工大 12:00 名古屋
金学大 × 静岡大 14:00 名経大 静岡大 × 三重大 14:00 名古屋
名工大 × 愛教大 14:00 名古屋 愛教大 × 名市大 14:00 豊技大

Cリーグ 淑徳大 × 岐阜大 14:00 藤保大 Cリーグ 淑徳大 × 愛知大 14:00 東学大
藤保大 × 愛学歯 12:00 藤保大 南山大 × 東学大 12:00 東学大
愛知大 × 静県大 14:00 東学大 藤保大 × 豊技大 12:00 豊技大
東学大 × 豊技大 12:00 東学大 愛学歯 × 岐阜大 14:00 メドウ

9月30日 11月4日

Aリーグ 朝日大 × 愛学大 12:00 朝日大 Aリーグ 朝日大 × 中京大 14:00 瑞穂

中京大 × 名院大 12:00 中京大 名城大 × 愛工大 12:00 瑞穂

名城大 × 日福大 12:00 名城大 名院大 × 愛学大 12:00 豊田運動

愛工大 × 中部大 14:00 名城大 中部大 × 日福大 14:00 豊田運動

Bリーグ 名経大 × 愛教大 12:00 名経大 Bリーグ 名経大 × 名古屋 12:00 名経大
名古屋 × 静岡大 12:00 名古屋 金学大 × 名工大 14:00 名経大
金学大 × 名市大 14:00 中京大 静岡大 × 愛教大 12:00 愛教大
名工大 × 三重大 14:00 名古屋 三重大 × 名市大 14:00 愛教大

Cリーグ 淑徳大 × 静県大 14:00 東学大 Cリーグ 淑徳大 × 藤保大 14:00 東学大
南山大 × 岐阜大 14:00 朝日大 南山大 × 愛知大 14:00 豊技大
藤保大 × 東学大 12:00 東学大 東学大 × 静県大 12:00 東学大
愛学歯 × 豊技大 14:00 名経大 豊技大 × 岐阜大 12:00 豊技大

10月7日 11月11日

Aリーグ Aリーグ

Bリーグ 名経大 × 静岡大 12:00 名経大 Bリーグ
名古屋 × 愛教大 12:00 愛教大
金学大 × 三重大 14:00 名経大
名工大 × 名市大 14:00 愛教大

Cリーグ 淑徳大 × 豊技大 12:00 豊技大 Cリーグ 淑徳大 × 南山大 14:00 愛学大
南山大 × 藤保大 14:00 豊技大 藤保大 × 愛知大 12:00 藤保大
愛知大 × 岐阜大 14:00 愛学大 東学大 × 愛学歯 12:00 愛学大
愛学歯 × 静県大 12:00 愛学大 静県大 × 豊技大 14:00 藤保大

10月14日 11月18日

Aリーグ 朝日大 × 名院大 12:00 メドウ

中京大 × 愛学大 12:00 瑞穂

名城大 × 中部大 14:00 メドウ

愛工大 × 日福大 14:00 瑞穂

Bリーグ
東海北陸 × 中・四国 メドウ

11月25日
入替戦 A7位 × B2位 愛知県内

Cリーグ 淑徳大 × 愛学歯 12:00 愛学大 A8位 × B1位 愛知県内
南山大 × 静県大 14:00 愛学大 B7位 × C2位 愛知県内
藤保大 × 岐阜大 14:00 東学大 B8位 × C1位 愛知県内
愛知大 × 東学大 12:00 東学大

全国地区対抗東海北陸代表決定戦
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