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リーグ 総体 10/02 10/03 10/23 10/30 11/03 11/07 11/07 11/03 10/30 10/23 10/03 10/02 総体 リーグ

県二部 優勝 東海学園東海学園東海学園東海学園 新人戦三位 中京大中京 三位 県一部
　（名南） 　２ ５　 　（名南）

市工芸 　３ ８　 豊橋工業 県三部
　（名北） 　３ 　０ ０　 ０　

東尾張 日進西 　０ ２　 瀬戸 東尾張
二部 　（名南） 　（名北） 二部

４ ５
県二部 知立東 津島東 西尾張

　（西三河） 　０ ６　 　（尾張） 一部
　０ ０　

県三部 二回戦 春日井 　２ ２　 豊橋東 一回戦 県三部
　（名北）

13:00 11:00
春日井東 １ ０ 名東

県二部 二回戦 刈谷工業 名東 三回戦 県一部
　（西三河） 　１ ０　 　（名北）

PK4:3
　５ ３　

昭和 　０ ０　 愛工大名電 三回戦 県二部
　（名南） 　（名北）

11:00 ０ １
刈谷工業

高蔵寺 旭丘 県二部
　（名北） 　０ １　 　（名北）

PK4:2 　１ ０　

西三二部 二回戦 西尾 　０ ４　 豊田北 二回戦 県三部

PK４ 11:00
豊田市運動公園 　２ ４ ０

県三部 一回戦 小坂井 陸上競技場 名古屋大谷 一回戦 名古屋
　（東三河） 　２ ２　 　（名南） 知多二部

　１ １　
県三部 一宮西 　１ ３　 刈谷 三回戦 県二部

　（尾張）

１ ０
県二部 二回戦 春日井東 愛知朝鮮 県二部

　（名北） 　２ ２　 　（名南）
　７ ０　

県二部 二回戦 東郷 　１ ０　 大府東 二回戦 県三部
　（名南） 　（知多）

11:00 1 １ 13:00
春日井東 名東

東海 三回戦 東邦 菊里 一回戦 名古屋
　（名北） 　５ ２　 　（名北） 知多二部

　６ １　
科技高豊田 　０ １　 豊田工業

２ ２

県三部 天白 犬山南 西尾張
　（名南） 　０ ０　 　（尾張） 一部

　１ ３　

県一部 ベスト８ 熱田 　８ ５　 岡崎城西 ベスト８ 県一部
　（名南）

11:00 1 0 13:00
瑞穂陸上競技場

県一部 ベスト８ 松蔭 知多 ベスト８ 県一部
　（名南） 　７ ４　 　（知多）

　６ ０　
県三部 岡崎工業 　１ １　 阿久比 名古屋

　（知多） 知多一部

１３ ６
南山国際 一宮 －

　１ ０　 　（尾張）
　０ １　

県三部 三回戦 横須賀 　２ ３　 尾関学園 二回戦 東尾張
　（知多） 　（尾張） 二部

11:00 11:00
松蔭 2 １ 知多

二回戦 名古屋西 時習館 三回戦 東三河
　（名北） 　１ ２　 一部

　２ ０
西尾張 五条 　２ ３　 豊田南 西三河
一部 　（尾張） 一部

１ ０ PK２ 13:00
４ 愛知

県三部 二回戦 一宮南 半田東 一回戦 －
　（尾張） 　０ ０　 　（知多）

　１ ０

西尾張 二回戦 滝 　１ １　 向陽 一回戦 名古屋
一部 　（尾張） 　（名南） 知多一部

13:00 ３ １ 13:00
豊田市運動公園

名古屋 二回戦 緑 球技場 小牧 二回戦 県三部
　（名南） 　９ ２　 　（尾張）

　０ ０
日福大附 　０ ３　 豊川工業 県二部
　（知多）

13:00
３ ０ 知多

県一部 三回戦 三好 刈谷北 二回戦 県三部
　（西三河） 　６ ２　

　３ １

名古屋 一回戦 中村 　０ ４　 江南 三回戦 県二部
　（名南） 　（尾張）

13:00 1 ２ 13:00
松蔭 知多

県三部 二回戦 弥富 岡崎北 二回戦 －
　（尾張） 　２ ０　

　０ ０　
東三河 豊丘 　１ ２　 鳴海 県三部
一部 　（名南）

２ ３
半田 名古屋

東尾張 西春 ２　 　（知多） 知多一部
一部 　（尾張） 　１ １　 １　 長久手

　１ ５　 　（名北）

県一部 四位 愛産大三河 　３ ６　 新人戦準優勝 愛知 準優勝 県一部
　（名北）

　　　※組合せ抽選会は、１１/22（月）日テレタワーにて行われます。

　（東三河）

－

　（西三河）

　　※優勝した東海学園は、１２/30(木）から行われる全国大会へ出場します。　　（決勝戦は、１/10(月・祝）に国立競技場にて行われます。

　（東三河）

　（西三河）

　知多一部

　（西三河）

豊田市運動公園
　陸上競技場

　知多一部

－

　（西三河）

－
　（東三河）

　（西三河）

瑞穂
陸上競技場

　（西三河）

西三河二部

新人戦三位
12:30 　（西三河）

瑞穂陸上競技場

　（西三河）

－ －
　（西三河） 　（西三河）

　（西三河） 　（西三河）
11:00

豊田市運動公園　球技場

　（東三河）

　（東三河）

－

－

平成１６年度　第８３回・全国高等学校サッカー選手権大会　愛知県大会

11/13

新人戦優勝

名古屋・知多一部

shibata_macmini
長方形


