
日時 場所 時間 対戦 審判・記録 会場担当
東 5月26日 今治桜井 １０：００～１１：１０ ＦＣ今治 5-0 松山東雲 ＦＣ今治ネクスト ＦＣ今治

東 5月26日 今治桜井 １１：４０～１２：５０ ＦＣ今治ネクスト 1-0 南宇和高校 ＦＣ今治 ＦＣ今治

東 5月27日 小松高校 １０：００～１１：１０ 小松高校 4-0 トレーフル（Ｏ－２０） 済美高校 小松高校

東 5月27日 小松高校 １１：４０～１２：５０ トレーフル 2-0 済美高校 松山大学 小松高校

東 5月27日 小松高校 １３：２０～１４：３０ 宇南前期 0-0 松山大学 宇南後期 小松高校

東 5月27日 小松高校 １５：００～１６：１０ 宇南後期 5-0 済美高校 宇南前期 小松高校

東 6月10日 小松高校 １０：００～１１：１０ 小松高校 4-1 松山・新居浜女子 宇和島エンジェルス 小松高校

東 6月10日 小松高校 １１：４０～１２：５０ 松山大学 0-1 宇和島エンジェルス 松山・新居浜女子 小松高校

中 6月24日 重信川緑地公園 １０：００～１１：１０ 松山大学 0-5 トレーフル トレーフル（Ｏ－２０） トレーフル

中 6月24日 重信川緑地公園 １１：４０～１２：５０ トレーフル（Ｏ－２０） 3-1 松山・新居浜女子 トレーフル トレーフル

中 7月1日 愛媛大学 １０：００～１１：１０ 愛媛大学 1-1 トレーフル（Ｏ－２０） 宇和島エンジェルス 愛媛大学

中 7月1日 愛媛大学 １１：４０～１２：５０ 宇和島エンジェルス 0-4 トレーフル 愛媛大学 愛媛大学

中 未定 東温市総合公園 １８：００～１９：１０ トレーフル

中 未定 東温市総合公園 １９：４０～２０：５０ トレーフル

中 未定 重信川緑地公園 １０：００～１１：１０ トレーフル

中 7月15日 大洲青少年自然の家 １１：４０～１２：５０ 宇南前期 0-1 トレーフル 済美高校 トレーフル

中 未定 重信川緑地公園 １３：２０～１４：３０ トレーフル

中 未定 重信川緑地公園 １５：００～１６：１０ トレーフル

東 7月15日 小松高校 １０：００～１１：１０ 宇南後期 9-0 松山大学 小松高校 小松高校

東 7月15日 小松高校 １１：４０～１２：５０ 小松高校 2-7 エスポワール 松山大学 小松高校

東 7月15日 小松高校 １３：２０～１４：３０ 宇南後期 2-1 松山東雲 エスポワール 小松高校

東 7月15日 大洲青少年自然の家 １５：００～１６：１０ 済美高校 1-1 宇和島エンジェルス トレーフル トレーフル

南 7月22日 あけぼの １０：００～１１：１０ 南宇和高校

南 7月22日 あけぼの １１：４０～１２：５０ 南宇和高校

東 8月19日 今治ＳＰ １０：００～１１：１０ ＦＣ今治ネクスト 7-1 エスポワール 済美高校 ＦＣ今治

東 8月19日 今治ＳＰ １１：４０～１２：５０ 松山大学 0-0 済美高校 ＦＣ今治ネクスト ＦＣ今治

中 9月30日 東温市総合公園 １０：００～１１：１０ トレーフル

中 9月30日 東温市総合公園 １２：１０～１３：２０ トレーフル

中 10月6日 北条球技場 １０：００～１１：１０ 済美高校 0-2 宇南前期 松山大学 済美高校

中 10月6日 北条球技場 １１：４０～１２：５０ 松山大学 0-9 ＦＣ今治 宇南前期 済美高校

東 10月7日 東予運動公園 １３：００～１４：１０ ＦＣ今治 10-0 宇和島エンジェルス ＦＣ今治ネクスト ＦＣ今治

中 10月28日 東温市総合公園 ９：３０～１０：４０ 小松高校 0-5 ＦＣ今治ネクスト トレーフル トレーフル

中 10月28日 東温市総合公園 １１：１０～１２：２０ 宇南後期 0-3 ＦＣ今治 小松高校 トレーフル

中 10月28日 東温市総合公園 １２：５０～１４：００ トレーフル 1-5 松山東雲 宇南後期 トレーフル

南 11月4日 南レク城辺 １０：００～１１：１０ 宇南前期 1-0 宇和島エンジェルス 南宇和高校 南宇和高校

南 11月4日 南レク城辺 １１：４０～１２：５０ 南宇和高校 5-0 松山・新居浜女子 宇和島エンジェルス 南宇和高校

東 11月11日 小松高校 １０：００～１１：１０ 松山東雲 4-2 宇南前期 エスポワール 小松高校

東 11月11日 小松高校 １１：４０～１２：５０ エスポワール 5-0 トレーフル（Ｏ－２０） 松山東雲 小松高校

東 11月11日 小松高校 １３：２０～１４：３０ 小松高校

東 11月18日 小松高校 １１：００～１２：１０ 南宇和高校 1-1 小松高校 トレーフル（Ｏ－２０） 小松高校

東 11月18日 小松高校 １３：１０～１４：２０ 南宇和高校 0-2 トレーフル（Ｏ－２０） 小松高校 小松高校

中 11月18日 北条球技場 ９：１０～１０：２０ 松山東雲 2-0 松山大学 宇南後期 松山東雲

中 11月18日 北条球技場 １０：５０～１２：００ 宇南後期 6-0 宇和島エンジェルス 松山東雲 松山東雲

中 11月25日 愛大山越 １０：００～１１：１０ 愛媛大学 5-0 松山・新居浜女子 松山大学 愛媛大学

中 12月2日 東温市緑地公園 １０：００～１１：１０ トレーフル（Ｏ－２０） 0-5 ＦＣ今治ネクスト 松山・新居浜女子 松山・新居浜女子

中 12月2日 東温市緑地公園 １１：４０～１２：５０ ＦＣ今治ネクスト 11-0 松山・新居浜女子 トレーフル（Ｏ－２０） 松山・新居浜女子

中 12月8日 愛大山越 １０：００～１１：１０ ＦＣ今治 4-0 宇南前期 愛媛大学 愛媛大学

中 12月8日 愛大山越 １１：４０～１２：５０ 愛媛大学 7-0 南宇和高校 宇南前期 愛媛大学

東 12月9日 小松高校 １０：００～１１：１０ 小松高校 4-0 愛媛大学 トレーフル 小松高校

東 12月9日 小松高校 １１：４０～１２：５０ トレーフル 0-4 宇南後期 ＦＣ今治 小松高校

東 12月9日 小松高校 １３：２０～１４：３０ ＦＣ今治 10-0 済美高校 宇南前期 小松高校

東 12月9日 小松高校 １５：００～１６：１０ 宇南前期 0-2 宇南後期 済美高校 小松高校

中 12月15日 愛大山越 １０：００～１１：１０ 愛媛大学 ＦＣ今治ネクスト 松山東雲 愛媛大学

中 12月15日 愛大山越 １１：４０～１２：５０ 済美高校 松山東雲 ＦＣ今治ネクスト 愛媛大学

中 12月16日 東温市緑地公園 １０：００～１１：１０ 松山・新居浜女子 エスポワール ＦＣ今治 トレーフル

中 12月16日 東温市緑地公園 １１：４０～１２：５０ トレーフル ＦＣ今治 松山・新居浜女子 トレーフル

中 12月22日 愛大山越 １０：００～１１：１０ 愛媛大学 エスポワール 南宇和高校 愛媛大学

中 12月22日 愛大山越 １２：１０～１３：２０ 南宇和高校 エスポワール 愛媛大学 愛媛大学
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