
日程

Home 結果 Away

4月7日 11:00 明徳義塾高校 1-2 四国学院大学香川西高校 高知 春野陸上

4月7日 11:00 高知西高校 2-5 愛媛FC U-18 高知 春野球技

4月7日 14:00 徳島市立高校 1-1 大手前高松高校 高知 春野陸上

4月7日 14:00 今治東中等教育学校 1-2 徳島ヴォルティスユース 高知 春野球技

4月7日 14:00 松山工業高校 1-1 高松商業高校 高知 春野補助

Home 結果 Away

4月14日 11:00 四国学院大学香川西高校 4-3 松山工業高校 香川 pikara

4月14日 11:00 徳島ヴォルティスユース 4-2 高知西高校 徳島 TSV

4月14日 13:30 大手前高松高校 1-2 愛媛FC U-18 香川 pikara

4月14日 13:30 高松商業高校 3-1 明徳義塾高校 徳島 TSV

4月14日 13:30 徳島市立高校 2-1 今治東中等教育学校 徳島 徳島市立

Home 結果 Away

4月21日 11:00 今治東中等教育学校 0-2 愛媛FC U-18 愛媛 しおさい

4月21日 11:00 高知西高校 0-3 四国学院大学香川西高校 高知 春野球技

4月21日 13:30 松山工業高校 2-3 大手前高松高校 愛媛 しおさい

4月21日 13:30 明徳義塾高校 0-8 徳島ヴォルティスユース 高知 春野球技

4月21日 13:30 高松商業高校 0-0 徳島市立高校 香川 屋島

Home 結果 Away

4月28日 11:00 高知西高校 1-0 高松商業高校 高知 春野球技

4月28日 11:00 徳島ヴォルティスユース 5-0 大手前高松高校 徳島 TSV

4月28日 13:30 明徳義塾高校 1-3 愛媛FC U-18 高知 春野球技

4月28日 13:30 四国学院大学香川西高校 3-1 今治東中等教育学校 徳島 TSV

4月28日 13:30 徳島市立高校 5-1 松山工業高校 徳島 徳島市立

Home 結果 Away

4月30日 11:00 高松商業高校 0-4 徳島ヴォルティスユース 香川 pikara

4月30日 11:00 明徳義塾高校 0-7 徳島市立高校 高知 春野球技

4月30日 13:30 四国学院大学香川西高校 2-5 愛媛FC U-18 香川 pikara

4月30日 13:30 高知西高校 1-2 松山工業高校 高知 春野球技

4月30日 13:30 大手前高松高校 1-4 今治東中等教育学校 香川 屋島

Home 結果 Away

6月23日 11:00 明徳義塾高校 0-1 大手前高松高校 高知 春野球技

6月23日 11:00 徳島市立高校 2-1 高知西高校 徳島 徳島市立

6月23日 13:30 高松商業高校 1-2 今治東中等教育学校 高知 春野球技

6月23日 13:30 徳島ヴォルティスユース 1-0 四国学院大学香川西高校 徳島 徳島市立

6月23日 13:30 愛媛FC U-18 1-0 松山工業高校 愛媛 愛フィールド

第1節
日時 会場

第2節
日時 会場

第3節
日時 会場

第4節
日時 会場

第5節
日時 会場

第6節
日時 会場
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Home 結果 Away

6月30日 11:00 高知西高校 2-2 大手前高松高校 高知 春野球技

6月30日 11:00 徳島ヴォルティスユース 2-1 松山工業高校 徳島 TSV C面

6月30日 11:00 四国学院大学香川西高校 0-2 高松商業高校 香川 生島メイン

6月30日 13:30 明徳義塾高校 0-2 今治東中等教育学校 高知 春野球技

6月30日 13:30 徳島市立高校 4-1 愛媛FC U-18 徳島 TSV C面

Home 結果 Away

7月16日 11:00 大手前高松高校 2-2 四国学院大学香川西高校 香川 pikara

7月16日 11:00 明徳義塾高校 1-4 松山工業高校 高知 春野球技

7月7日 11:00 徳島ヴォルティスユース 1-2 徳島市立高校 徳島 TSV

7月16日 13:30 高松商業高校 1-1 愛媛FC U-18 香川 pikara

7月16日 13:30 高知西高校 2-1 今治東中等教育学校 高知 春野球技

Home 結果 Away

7月14日 11:00 松山工業高校 2-8 今治東中等教育学校 愛媛 しおさい

7月14日 11:00 高松商業高校 2-1 大手前高松高校 香川 東部天然

7月14日 11:00 明徳義塾高校 2-0 高知西高校 高知 春野球技

7月14日 13:30 愛媛FC U-18 2-2 徳島ヴォルティスユース 愛媛 しおさい

7月14日 13:30 四国学院大学香川西高校 0-9 徳島市立高校 香川 東部天然

Home 結果 Away

8月25日 11:00 四国学院大学香川西高校 3-3 明徳義塾高校 香川 四国学院

8月25日 11:00 大手前高松高校 3-0 徳島市立高校 徳島 TSV

8月25日 13:30 高松商業高校 0-0 松山工業高校 香川 四国学院

8月25日 13:30 徳島ヴォルティスユース 4-0 今治東中等教育学校 徳島 TSV

8月25日 13:30 愛媛FC U-18 3-1 高知西高校 高知 春野多目的

Home 結果 Away

9月1日 11:00 松山工業高校 2-3 愛媛FC U-18 愛媛 北条陸上

9月1日 11:00 大手前高松高校 1-1 明徳義塾高校 香川 生島メイン

9月1日 13:30 今治東中等教育学校 2-0 高松商業高校 愛媛 北条陸上

9月1日 13:30 四国学院大学香川西高校 1-6 徳島ヴォルティスユース 香川 生島メイン

9月1日 13:30 高知西高校 1-2 徳島市立高校 高知 春野球技

Home 結果 Away

9月8日 11:00 徳島ヴォルティスユース 5-0 明徳義塾高校 徳島 TSV

9月8日 11:00 大手前高松高校 2-1 松山工業高校 香川 屋島

9月8日 13:30 徳島市立高校 0-0 高松商業高校 徳島 TSV

9月8日 13:30 四国学院大学香川西高校 0-0 高知西高校 香川 屋島

9月8日 13:30 愛媛FC U-18 3-2 今治東中等教育学校 愛媛 愛フィールド

Home 結果 Away

9月15日 11:00 今治東中等教育学校 8-0 四国学院大学香川西高校 愛媛 北条球技

9月15日 11:00 大手前高松高校 1-2 徳島ヴォルティスユース 香川 屋島

9月15日 13:30 松山工業高校 0-2 徳島市立高校 愛媛 北条球技

9月15日 13:30 高松商業高校 3-4 高知西高校 香川 屋島

9月15日 13:30 愛媛FC U-18 6-0 明徳義塾高校 愛媛 愛フィールド

第7節
日時 会場

第8節
日時 会場

第9節
日時 会場

第10節
日時 会場

第11節
日時 会場

第12節
日時 会場

第13節
日時 会場
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Home 結果 Away

9月22日 11:00 徳島ヴォルティスユース 1-0 高松商業高校 香川 pikara

9月22日 11:00 松山工業高校 0-3 高知西高校 愛媛 しおさい

9月22日 13:30 今治東中等教育学校 3-2 大手前高松高校 香川 pikara

9月22日 13:30 愛媛FC U-18 9-0 四国学院大学香川西高校 愛媛 しおさい

9月22日 13:30 徳島市立高校 4-0 明徳義塾高校 徳島 徳島市立

Home 結果 Away

11月17日 11:00 徳島ヴォルティスユース 0-1 愛媛FC U-18 徳島 TSV

11月17日 11:00 今治東中等教育学校 2-0 松山工業高校 愛媛 県総球技

11月25日 11:00 高知西高校 1-0 明徳義塾高校 高知 春野球技

11月17日 13:30 徳島市立高校 4-3 四国学院大学香川西高校 徳島 TSV

11月17日 11:00 大手前高松高校 0-3 高松商業高校 香川 生島メイン

Home 結果 Away

11月23日 11:00 高松商業高校 2-2 四国学院大学香川西高校 香川 pikara

11月23日 11:00 大手前高松高校 0-1 高知西高校 香川 屋島

11月23日 13:30 松山工業高校 1-7 徳島ヴォルティスユース 香川 pikara

11月23日 13:30 今治東中等教育学校 3-0 明徳義塾高校 香川 屋島

11月23日 13:30 愛媛FC U-18 4-0 徳島市立高校 愛媛 愛フィールド

Home 結果 Away

12月1日 11:00 四国学院大学香川西高校 1-3 大手前高松高校 香川 pikara

12月1日 11:00 今治東中等教育学校 1-4 高知西高校 愛媛 県総球技

12月1日 11:00 徳島市立高校 1-2 徳島ヴォルティスユース 徳島 徳島市立

12月1日 13:30 愛媛FC U-18 1-0 高松商業高校 香川 pikara

12月1日 13:30 松山工業高校 1-1 明徳義塾高校 愛媛 県総球技

Home 結果 Away

12月8日 11:00 明徳義塾高校 1-0 高松商業高校 高知 土佐西南多目的

12月8日 11:00 高知西高校 1-5 徳島ヴォルティスユース 高知 土佐西南球技場

12月8日 11:00 愛媛FC U-18 4-0 大手前高松高校 高知 土佐西南陸上競技場

12月8日 13:30 松山工業高校 1-0 四国学院大学香川西高校 高知 土佐西南多目的

12月8日 13:30 今治東中等教育学校 3-1 徳島市立高校 高知 土佐西南球技場

第14節
日時 会場

第17節
日時 会場

第18節
日時 会場

第15節
日時 会場

第16節
日時 会場
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