
日時 曜日 カテゴリー Ｈome Away 開始時間 会場 試合№ 当番校 日時 曜日 カテゴリー Ｈome Away 開始時間 会場 試合№ 当番校

１部上位 関西 関西学院 13:15 尼崎 po1a 桃山学院① 10月18日 火 １部⇔２部 龍谷 兵庫県立 20:30 関大 po1b 京都産業①

１部上位 同志社 立命館 16:00 尼崎 po2a 関西① 延期 １部⇔２部 京都産業 大阪公立 20:00 関大 po2b 龍谷① 延期

10月23日 日 １部上位 立命館 関西学院 12:30 関大 po3a 同志社② 延期 １部⇔２部 大阪工業 京都 18:30 尼崎 po3b 同志社①

１部上位 同志社 関西学院 13:15 尼崎 po4a 神戸② 10月25日 火 １部⇔２部 龍谷 大阪公立 20:30 関大 po4b 京都①

１部上位 関西 立命館 16:00 尼崎 po5a 関西学院① １部⇔２部 京都 兵庫県立 20:00 関大 po5b 近畿②

10月30日 日 １部上位 関西 同志社 12:30 関大 po6a 関西学院② １部⇔２部 京都産業 大阪工業 18:30 尼崎 po6b 立命館① 延期

11月1日 火 １部上位 同志社 立命館 22:45 関大 po2a 関西① 延期に伴う変更 11月1日 火 １部⇔２部 龍谷 京都 20:30 関大 po7b 桃山学院②

11月5日 土 １部上位 関西 関西学院 20:00 関大 po7a 大阪工業② 11月3日 木 １部⇔２部 大阪工業 大阪公立 20:30 関大 po8b 兵庫県立①

11月6日 日 １部上位 同志社 立命館 12:30 関大 po8a 関西② 11月7日 月 １部⇔２部 京都産業 大阪公立 20:30 関大 po2b 立命館① 延期に伴う変更

11月8日 火 １部上位 立命館 関西学院 20:30 関大 po9a 同志社③ 11月10日 木 １部⇔２部 京都産業 兵庫県立 20:30 関大 po9b 龍谷②

１部上位 同志社 関西学院 13:20 尼崎 po10a 大阪② 11月12日 土 １部⇔２部 龍谷 大阪工業 20:00 関大 po10b 京都②

１部上位 関西 立命館 16:10 尼崎 po11a 関西学院③ 11月14日 月 １部⇔２部 京都産業 大阪工業 20:30 関大 po6b 龍谷① 延期に伴う変更

11月13日 日 １部上位 関西 同志社 12:30 関大 po12a 立命館③ 11月15日 火 １部⇔２部 京都産業 京都 20:30 関大 po11b 関西③

11月14日 月 １部上位 立命館 関西学院 21:30 尼崎 po3a 関西学院 延期に伴う変更 11月17日 木 １部⇔２部 大阪公立 兵庫県立 20:30 関大 po12b 京都産業②

１部⇔２部 龍谷 京都産業 13:20 尼崎 po13b 京都③

１部⇔２部 大阪工業 兵庫県立 16:10 尼崎 po14b 大阪公立③

日時 曜日 カテゴリー Ｈome Away 開始時間 会場 試合№ 当番校 11月20日 日 １部⇔２部 京都 大阪公立 12:30 関大 po15b 兵庫県立③

２部下位 近畿 大阪 11:30 尼崎 po1c 神戸①

２部下位 甲南 神戸 19:00 尼崎 po2c 近畿①

10月22日 土 ２部下位 近畿 桃山学院 11:30 尼崎 po3c 甲南①

10月24日 月 ２部下位 大阪 甲南 21:30 尼崎 po4c 大阪工業①

10月29日 土 ２部下位 神戸 桃山学院 11:30 尼崎 po5c 大阪①

11月7日 月 ２部下位 近畿 甲南 21:30 尼崎 po6c 兵庫県立②

２部下位 大阪 神戸 11:30 尼崎 po7c 大阪公立②

２部下位 甲南 桃山学院 19:00 尼崎 po8c 立命館②

２部下位 近畿 神戸 11:30 尼崎 po9c 桃山学院③

２部下位 大阪 桃山学院 19:00 尼崎 po10c 甲南②
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