
9月15日 K.O Ref. AR グラウンド 10月20日 K.O Ref. AR グラウンド

Aリーグ 朝日大 × 名経大 12:00 坂本和 高木健・落合 メドウ Aリーグ 朝日大 × 愛学大 12:00 髙木健 川口・戸上 メドウ
中京大 × 愛工大 12:00 水谷元 土屋・芳沢 名城大 中京大 × 中部大 12:00 土屋幸 田舎片・加藤司 豊田運動
中部大 × 名院大 14:00 丸山智 高木健・川口 メドウ 名城大 × 名経大 12:00 岡田照 小堀・野里 名城大
愛学大 × 名城大 14:00 田舎片 土屋・芳沢 名城大 名院大 × 愛工大 14:00 木村陽 田舎片・加藤司 豊田運動

Bリーグ 日福大 × 淑徳大 12:00 石黒雄 日福大 Bリーグ 日福大 × 愛教大 12:00 伊藤大 日福大
名古屋 × 三重大 12:00 岡田照 名古屋 名古屋 × 金学大 14:00 堀田三 メドウ
金学大 × 名市大 14:00 金谷俊 日福大 名工大 × 淑徳大 14:00 河村心 日福大
愛教大 × 名工大 14:00 中村圭 名古屋 名市大 × 三重大 14:00 松岡辰 名城大

Cリーグ 静岡大 × 名大医 14:00 安井浩 岐阜大 Cリーグ 静岡大 × 東学大 12:00 渡邊智 東学大
南山大 × 岐阜大 12:00 稲垣翔 岐阜大 南山大 × 藤田大 12:00 江田亨 南山大
藤田大 × 静県大 14:00 大野恭 東学大 愛知大 × 名大医 14:00 中村圭 南山大
東学大 × 愛知大 12:00 西野雅 東学大 静県大 × 岐阜大 14:00 藤元直 東学大

9月22日 10月27日

Aリーグ 朝日大 × 愛工大 12:00 木村正 金谷・西野 名城大 Aリーグ 朝日大 × 中部大 12:00 坂本和 栗本・川口 メドウ
中京大 × 名経大 12:00 木村陽 岡田将・南田 愛学大 中京大 × 愛学大 12:00 逵原大 河村・堺 豊田運動
中部大 × 名城大 14:00 中西智 金谷・西野 名城大 名城大 × 愛工大 14:00 土屋幸 栗本・戸上 メドウ
愛学大 × 名院大 14:00 滑川剛 岡田将・南田 愛学大 名院大 × 名経大 14:00 木村正 河村・堺 豊田運動

Bリーグ 日福大 × 三重大 12:00 的場青 日福大 Bリーグ 日福大 × 金学大 12:00 滑川剛 日福大
名古屋 × 淑徳大 12:00 吉田庸 名古屋 名古屋 × 愛教大 12:00 水谷元 名古屋
金学大 × 名工大 14:00 稲垣翔 日福大 名工大 × 三重大 14:00 浅田幸 名古屋
愛教大 × 名市大 14:00 江田亨 名古屋 名市大 × 淑徳大 14:00 伊藤大 日福大

Cリーグ 静岡大 × 岐阜大 14:00 野里善 東学大 Cリーグ 静岡大 × 藤田大 14:00 中村圭 東学大
南山大 × 名大医 14:00 芳沢正 藤田大 南山大 × 東学大 12:00 小堀幹 南山大
藤田大 × 愛知大 12:00 鈴木裕 藤田大 愛知大 × 岐阜大 14:00 岡﨑拓 南山大
東学大 × 静県大 12:00 岡﨑拓 東学大 静県大 × 名大医 12:00 糸山康 東学大

9月29日 11月3日
ＡＲ 栗本

Aリーグ 朝日大 × 名院大 13:00 稲垣翔 栗本・落合 朝日大 Aリーグ 朝日大 × 中京大 14:00 丸山智 栗本・戸上 メドウ
中京大 × 名城大 12:00 木村正 水谷・江田 名城大 中部大 × 愛学大 14:00 坂本和 岡﨑・大野恭 豊田運動
中部大 × 名経大 12:00 松岡辰 岡田照・渡邊智 名経大 名城大 × 名院大 14:00 逵原大 吉田・山口 名城大
愛学大 × 愛工大 14:00 木村陽 水谷・江田 名城大 愛工大 × 名経大 12:00 水谷元 岡﨑・大野恭 豊田運動

Bリーグ 日福大 × 名市大 12:00 河村心 名古屋 Bリーグ 日福大 × 名古屋 14:00 浅田幸 日福大
名古屋 × 名工大 14:00 浅田幸 名古屋 金学大 × 愛教大 12:00 田舎片 名城大
金学大 × 淑徳大 14:00 逵原大 名経大 名工大 × 名市大 12:00 伊藤大 日福大
愛教大 × 三重大 13:00 西野雅 三重大 三重大 × 淑徳大 13:00 岡田照 愛知県内

Cリーグ 静岡大 × 静県大 14:00 糸山康 東学大 Cリーグ 静岡大 × 南山大 14:00 南田将 藤田大
南山大 × 愛知大 12:00 南田将 南山大 藤田大 × 東学大 12:00 岡田将 藤田大
藤田大 × 名大医 14:00 岡田将 南山大 愛知大 × 静県大 14:00 鈴木裕 東学大
東学大 × 岐阜大 12:00 鈴木裕 東学大 岐阜大 × 名大医 12:00 糸山康 東学大

10月6日 11月10日

Aリーグ 朝日大 × 名城大 12:00 水谷元 稲垣・鈴木裕 名城大 Aリーグ
中京大 × 名院大 12:00 錦賢太 逵原・糸山 愛学大
中部大 × 愛工大 14:00 土屋幸 稲垣・鈴木裕 名城大
愛学大 × 名経大 14:00 岡田照 逵原・糸山 愛学大

Bリーグ 日福大 × 名工大 12:00 中村圭 日福大 Bリーグ
名古屋 × 名市大 12:00 岡﨑拓 名古屋
金学大 × 三重大 14:00 岡田将 日福大
愛教大 × 淑徳大 14:00 中西智 名古屋

Cリーグ 静岡大 × 愛知大 14:00 山口正 南山大 Cリーグ
南山大 × 静県大 12:00 渡邊智 南山大
藤田大 × 岐阜大 14:00 西野雅 東学大
東学大 × 名大医 12:00 芳沢正 東学大

10月13日 11月16日

Aリーグ

Bリーグ
東海北陸 ×中・四国 岐阜県 メドウ

11月24日
入替戦 A7位 × B2位 金谷俊 藤元・渡邊智

Cリーグ A8位 × B1位 吉田庸 藤元・渡邊智

B7位 × C2位 江田亨
B8位 × C1位 伊藤大

2019年度　東海学生リーグ日程表　

全国地区対抗東海北陸代表決定戦

全国大学選手権代表決定戦

全国大学選手権１回戦


