
9月27日 K.O Ref. AR グラウンド 11月1日 K.O Ref. AR グラウンド

Aリーグ 朝日大 × 名経大 12:00 メドウ Aリーグ 朝日大 × 中部大 12:00 瑞穂
中京大 × 名院大 12:00 中京大 中京大 × 愛工大 14:00 瑞穂
中部大 × 名城大 13:00 中部大 愛学大 × 名院大 12:00 豊田運動
愛工大 × 愛学大 14:00 メドウ 名城大 × 名経大 13:00 名城大

Bリーグ 日福大 × 静岡大 13:00 日福大 Bリーグ 日福大 × 名工大 12:00 日福大
名古屋 × 名市大 名古屋 × 愛教大 14:00 豊田運動
名工大 × 淑徳大 金学大 × 名市大 14:00 日福大
愛教大 × 金学大 14:00 中京大 淑徳大 × 静岡大

Cリーグ 三重大 × 東学大 12:00 東学大
岐阜大 × 愛知大 14:00 東学大

10月4日 11月8日

Aリーグ 朝日大 × 名院大 12:00 メドウ Aリーグ 朝日大 × 中京大 14:00 瑞穂
中京大 × 名経大 12:00 中京大 中部大 × 愛工大 12:00 豊田運動
中部大 × 愛学大 14:00 メドウ 愛学大 × 名城大 14:00 豊田運動
愛工大 × 名城大 13:00 名城大 名院大 × 名経大 12:00 名院大

Bリーグ 日福大 × 名市大 Bリーグ 日福大 × 名古屋 12:00 日福大
名古屋 × 静岡大 14:00 中京大 名工大 × 愛教大 14:00 名院大
名工大 × 金学大 13:00 日福大 金学大 × 淑徳大
愛教大 × 淑徳大 名市大 × 静岡大 14:00 日福大

Cリーグ 三重大 × 愛知大 14:00 東学大
岐阜大 × 東学大 12:00 東学大

10月11日 11月15日

Aリーグ 朝日大 × 名城大 12:00 メドウ
中京大 × 愛学大 12:00 瑞穂
中部大 × 名経大 13:00 中部大
愛工大 × 名院大 14:00 瑞穂

Bリーグ 日福大 × 淑徳大
名古屋 × 金学大 13:00 日福大
名工大 × 静岡大 14:00 メドウ
愛教大 × 名市大 Cリーグ 三重大 × 岐阜大 14:00 東学大

愛知大 × 東学大 12:00 東学大

10月18日

Aリーグ 朝日大 × 愛学大 12:00 瑞穂
中京大 × 名城大 12:00 中京大
中部大 × 名院大 14:00 瑞穂
愛工大 × 名経大 13:00 愛工大

Bリーグ 日福大 × 金学大 13:00 日福大
名古屋 × 淑徳大
名工大 × 名市大
愛教大 × 静岡大 14:00 中京大

10月25日

Aリーグ 朝日大 × 愛工大 12:00 瑞穂
中京大 × 中部大 13:00 中京大
愛学大 × 名経大 14:00 瑞穂
名城大 × 名院大 12:00 豊田運動

Bリーグ 日福大 × 愛教大 12:00 日福大
名古屋 × 名工大 14:00 豊田運動
金学大 × 静岡大 14:00 日福大
淑徳大 × 名市大

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止もしくは変更する可能性があります
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け活動自粛等の大学があることから今年度はリーグ入替戦はおこないません
※最新の試合日程等はチーム関係者へ直接お尋ねください
※取り消し線の箇所は出場辞退校に関連する試合です
※今年度は台風等で中止となった場合の順延日は設定されておりません。
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