
マッチNO 月/日 曜日 時間 会場 責任校

1 12月15日 土 11:00 熊本工業 ＶＳ 佐世保工業 嘉島運動公園 熊本工業

2 12月16日 日 大分南 ＶＳ 鹿本 竹田市総合運動公園 大分南

3 12月22日 土 13:00 大分南 ＶＳ 熊本工業 竹田市総合運動公園 大分南

4 12月23日 日 10:00 筑紫 ＶＳ 鹿本 春日公園球技場 筑紫

5 12月24日 月 熊本工業 ＶＳ 慶進 嘉島運動公園 熊本工業

6 12月24日 月 塩田工・嬉野 ＶＳ 鹿本 塩田工・嬉野Ｇ 塩田工・嬉野

7 1月4日 金 熊本工業 ＶＳ 鹿児島情報 熊本工業Ｇ 熊本工業

8 1月6日 日 熊本工業 ＶＳ 筑紫 熊本工業Ｇ 熊本工業

9 1月13日 日 佐世保工業 ＶＳ 慶進 佐世保工業G 佐世保工業

10 1月14日 月 10:00 塩田工・嬉野 ＶＳ 筑紫 福岡FC Cピッチ 筑紫

11 2月3日 日 延岡学園 ＶＳ 鹿児島情報 五ヶ瀬町Gパーク 延岡学園

12 2月9日 土 延岡学園 ＶＳ 佐世保工業 五ヶ瀬町Gパーク 延岡学園

13 2月11日 月 大分南 ＶＳ 延岡学園 佐伯運動公園人工芝 大分南

14 2月16日 土 慶進 ＶＳ 鹿児島情報 常磐人工芝 慶進

15 2月23日 土 熊本工業 ＶＳ 鹿本 未定 熊本工業

16 2月23日 土 慶進 ＶＳ 大分南 常磐人工芝 慶進

17 2月24日 日 塩田工・嬉野 ＶＳ 慶進 塩田工・嬉野Ｇ 塩田工・嬉野

18 2月24日 日 佐世保工業 ＶＳ 筑紫 佐世保工業G 佐世保工業

19 2月24日 日 延岡学園 ＶＳ 熊本工業 五ヶ瀬町Gパーク 延岡学園

20 2月24日 日 鹿児島情報 ＶＳ 鹿本 未定 鹿児島情報

21 3月2日 土 10:00 塩田工・嬉野 ＶＳ 熊本工業 みゆき運動公園 塩田工・嬉野

22 3月2日 土 12:00 筑紫 ＶＳ 鹿児島情報 みゆき運動公園 筑紫

23 3月2日 土 鹿本 ＶＳ 佐世保工業 未定 鹿本

24 3月3日 日 大分南 ＶＳ 筑紫 佐伯運動公園人工芝 大分南

25 3月9日 土 10:00 塩田工・嬉野 ＶＳ 大分南 みゆき運動公園 塩田工・嬉野

26 3月9日 土 12:00 鹿児島情報 ＶＳ 佐世保工業 みゆき運動公園 鹿児島情報

27 3月9日 土 延岡学園 ＶＳ 鹿本 五ヶ瀬町Gパーク 延岡学園

28 3月9日 土 ＰＭ 慶進 ＶＳ 筑紫 常磐人工芝 慶進

29 3月10日 日 佐世保工業 ＶＳ 大分南 佐世保工業G 佐世保工業

30 3月16日 土 ＰＭ 慶進 ＶＳ 鹿本 常磐人工芝 慶進

31 3月16日 土 10:00 塩田工・嬉野 ＶＳ 佐世保工業 みゆき運動公園 塩田工・嬉野

32 3月16日 土 12:00 鹿児島情報 ＶＳ 大分南 みゆき運動公園 鹿児島情報

33 3月17日 日 延岡学園 ＶＳ 塩田工・嬉野 五ヶ瀬町Gパーク 延岡学園

34 3月21日 木 延岡学園 ＶＳ 筑紫 五ヶ瀬町Gパーク 延岡学園

35 3月23日 土 塩田工・嬉野 ＶＳ 鹿児島情報 みゆき運動公園 塩田工・嬉野

36 3月25日 月 慶進 ＶＳ 延岡学園 おのだサッカー交流公園 慶進
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