
月　日 時間 ｸﾗｽ ホーム  チーム  アウエイ  チーム 主　　審 副　審１ 副　審２ 会　場　係 会　場

4月12日 13:00 2 フリーダム(相双) 信夫ＤＲＥＡＭ(県北) 相双協会派遣 ＦＣ　ＡＬＰＳ(相双) ＦＣ　ＡＬＰＳ(相双) フリーダム(相双) 相馬光陽人工芝Ｅ

15:00 3東 ＦＣ　ＡＬＰＳ(相双) ＭＤＹ(県北) 〃 フリーダム(相双) フリーダム(相双)

11:00 3西 インテリオール会津(会津) 喜多方ＦＣ(会津) 会津協会派遣 会津オリンパス(会津) 会津オリンパス(会津) インテリオール会津(会津) 会津総合運動公園

第１節 13:00 2 会津オリンパス(会津) 白河ＦＣ(県南) 〃 インテリオール会津(会津) 喜多方ＦＣ(会津)

11:00 3西 シャンオーレ郡山ＦＣ(県南) 河東ＦＣ(会津) 県南協会派遣 ビアンコーネ福島(県南) ビアンコーネ福島(県南) ビアンコーネ福島(県南) ルネサンス棚倉

13:00 1 ビアンコーネ福島(県南) F.F.C.松下(県北) 〃 県南協会派遣 県南協会派遣

10:00 1 ＮＣ倶楽部(県北) グロリーズ福島(県北) 県北協会派遣 県北協会派遣 県北協会派遣 ＮＣ倶楽部(県北) 十六沼　クレー

12:00 2 ＦＣアルカトラズ(県北) アビラーション(いわき) 〃 福島市役所サッカー部 福島市役所サッカー部

14:00 3東 福島市役所サッカー部 いわき市役所(いわき) 〃 ＦＣアルカトラズ(県北) ＦＣアルカトラズ(県北)

14:00 3東 北芝電機(県北) いわきＦＣ（いわき） 県北協会派遣 ＮＣ倶楽部(県北) グロリーズ福島(県北) 北芝電機（県北） 十六沼　芝２

11:00 1 クレハサッカー部(いわき) ＦＣ　Ｅ−ＳＴＡＲ(県北) いわき協会派遣 いわき協会派遣 いわき協会派遣 クレハサッカー部(いわき) クレハグランド

4月19日 10:00 3東 いわきＦＣ（いわき） ＭＤＹ(県北) いわき協会派遣 アビラーション(いわき) アビラーション(いわき) アビラーション(いわき) 遠野高校

12:00 2 アビラーション(いわき) フリーダム(相双) 〃 いわき市役所(いわき) いわき市役所(いわき)

14:00 3東 いわき市役所(いわき) ＦＣ　ＡＬＰＳ(相双) 〃 いわきＦＣ（いわき） いわきＦＣ（いわき）

第２節 11:00 3西 ＦＣ　Ｈｅｒｍａｎｏｓ(会津) 喜多方ＦＣ(会津) 会津協会派遣 会津オリンパス(会津) 会津オリンパス(会津) 会津オリンパス(会津) 会津総合運動公園

13:00 2 会津オリンパス(会津) ＦＣアルカトラズ(県北) 〃 ＦＣ　Ｈｅｒｍａｎｏｓ(会津) 喜多方ＦＣ(会津)

11:00 3東 北芝電機(県北) 福島市役所サッカー部 県北協会派遣 グロリーズ福島(県北) グロリーズ福島(県北) グロリーズ福島(県北) 十六沼　クレー

13:00 1 グロリーズ福島(県北) クレハサッカー部(いわき) 〃 県北協会派遣 県北協会派遣

13:00 1 F.F.C.松下(県北) ＦＣ　Ｅ−ＳＴＡＲ(県北) 県北協会派遣 県北協会派遣 県北協会派遣 信夫ＤＲＥＡＭ(県北) 十六沼　芝１

11:00 2 信夫ＤＲＥＡＭ(県北) 白河ＦＣ(県南) 〃 F.F.C.松下(県北) ＦＣ　Ｅ−ＳＴＡＲ(県北)

13:00 1 ビアンコーネ福島(県南) ＮＣ倶楽部(県北) 県南協会派遣 県南協会派遣 県南協会派遣 シャンオーレ郡山ＦＣ(県南) ルネサンス棚倉

11:00 3西 シャンオーレ郡山ＦＣ(県南) インテリオール会津(会津) 〃 ビアンコーネ福島(県南) ビアンコーネ福島(県南)

4月26日 13:00 3東 ＦＣ　ＡＬＰＳ(相双) 北芝電機(県北) 相双協会派遣 フリーダム(相双) フリーダム(相双) ＦＣ　ＡＬＰＳ(相双) 相馬光陽人工芝Ｅ

15:00 2 フリーダム(相双) 白河ＦＣ(県南) 〃 ＦＣ　ＡＬＰＳ(相双) ＦＣ　ＡＬＰＳ(相双)

11:00 3西 シャンオーレ郡山ＦＣ(県南) 喜多方ＦＣ(会津) 県南協会派遣 ビアンコーネ福島(県南) ビアンコーネ福島(県南) シャンオーレ郡山ＦＣ(県南) 白坂の森

第３節 13:00 1 ビアンコーネ福島(県南) ＦＣ　Ｅ−ＳＴＡＲ(県北) 〃 県南協会派遣 県南協会派遣

9:00 2 信夫ＤＲＥＡＭ(県北) ＦＣアルカトラズ(県北) 県北協会派遣 福島市役所サッカー部 福島市役所サッカー部 福島市役所サッカー部 十六沼　クレー

11:00 3東 福島市役所サッカー部 いわきＦＣ（いわき） 〃 信夫ＤＲＥＡＭ(県北) ＦＣアルカトラズ(県北)

13:00 1 F.F.C.松下(県北) グロリーズ福島(県北) 〃 県北協会派遣 県北協会派遣 ＭＤＹ(県北)

15:00 3東 ＭＤＹ(県北) いわき市役所(いわき) 〃 F.F.C.松下(県北) グロリーズ福島(県北)

5月17日 11:00 3東 福島市役所サッカー部 ＭＤＹ(県北) 県北協会派遣 F.F.C.松下(県北) F.F.C.松下(県北) 福島市役所サッカー部 十六沼芝１

13:00 1 F.F.C.松下(県北) クレハサッカー部(いわき) 〃 県北協会派遣 県北協会派遣

13:00 1 ＦＣ　Ｅ−ＳＴＡＲ(県北) ＮＣ倶楽部(県北) 県北協会派遣 県北協会派遣 県北協会派遣 ＦＣ　Ｅ−ＳＴＡＲ(県北) 十六沼　芝２

第４節 11:00 2 信夫ＤＲＥＡＭ(県北) 会津オリンパス(会津) 〃 ＦＣ　Ｅ−ＳＴＡＲ(県北) ＮＣ倶楽部(県北)

11:00 3東 いわき市役所(いわき) 北芝電機(県北) いわき協会派遣 いわきＦＣ（いわき） いわきＦＣ（いわき） いわきＦＣ（いわき） 遠野高校

13:00 3東 いわきＦＣ（いわき） ＦＣ　ＡＬＰＳ(相双) 〃 いわき市役所(いわき) いわき市役所(いわき)

11:00 3西 河東ＦＣ(会津) インテリオール会津(会津) 会津協会派遣 ＦＣ　Ｈｅｒｍａｎｏｓ(会津) ＦＣ　Ｈｅｒｍａｎｏｓ(会津) 河東ＦＣ(会津) 会津総合運動公園

13:00 3西 ＦＣ　Ｈｅｒｍａｎｏｓ(会津) シャンオーレ郡山ＦＣ(県南) 〃 河東ＦＣ(会津) インテリオール会津(会津)

13:00 2 フリーダム(相双) ＦＣアルカトラズ(県北) 相双協会派遣 相双協会派遣 相双協会派遣 フリーダム(相双) 相馬光陽人工芝Ｅ

13:00 1 ビアンコーネ福島(県南) グロリーズ福島(県北) 県南協会派遣 県南協会派遣 県南協会派遣 ビアンコーネ福島(県南) ルネサンス棚倉

11:00 2 白河ＦＣ(県南) アビラーション(いわき) 〃 ビアンコーネ福島(県南) ビアンコーネ福島(県南)

8月2日 11:00 3西 ＦＣ　Ｈｅｒｍａｎｏｓ(会津) 河東ＦＣ(会津) 会津協会派遣 会津オリンパス(会津) 会津オリンパス(会津) ＦＣ　Ｈｅｒｍａｎｏｓ(会津) 会津総合運動公園

第3節 13:00 2 会津オリンパス(会津) アビラーション(いわき) 〃 ＦＣ　Ｈｅｒｍａｎｏｓ(会津) 河東ＦＣ(会津)

8月30日 11:00 1 クレハサッカー部(いわき) ビアンコーネ福島(県南) いわき協会派遣 いわき協会派遣 いわき協会派遣 クレハサッカー部(いわき) クレハグランド

11:00 2 アビラーション(いわき) 信夫ＤＲＥＡＭ(県北) いわき協会派遣 いわき市役所(いわき) いわきＦＣ（いわき） いわき市役所(いわき) いわきGF多目的

13:00 3東 いわき市役所(いわき) いわきＦＣ（いわき） 〃 アビラーション(いわき) アビラーション(いわき)

第５節 13:00 1 グロリーズ福島(県北) ＦＣ　Ｅ−ＳＴＡＲ(県北) 県北協会派遣 県北協会派遣 県北協会派遣 ＭＤＹ(県北) 十六沼　芝１

11:00 3東 ＭＤＹ(県北) 北芝電機(県北) 〃 グロリーズ福島(県北) ＦＣ　Ｅ−ＳＴＡＲ(県北)

13:00 1 ＮＣ倶楽部(県北) F.F.C.松下(県北) 県北協会派遣 県北協会派遣 県北協会派遣 ＦＣアルカトラズ(県北) 十六沼　クレー

11:00 2 ＦＣアルカトラズ(県北) 白河ＦＣ(県南) 〃 ＮＣ倶楽部(県北) F.F.C.松下(県北)

11:00 3東 ＦＣ　ＡＬＰＳ(相双) 福島市役所サッカー部 相双協会派遣 フリーダム(相双) フリーダム(相双) ＦＣ　ＡＬＰＳ(相双) 相馬光陽人工芝Ｅ

13:00 2 フリーダム(相双) 会津オリンパス(会津) 〃 ＦＣ　ＡＬＰＳ(相双) ＦＣ　ＡＬＰＳ(相双)

11:00 3西 喜多方ＦＣ(会津) 河東ＦＣ(会津) 会津協会派遣 インテリオール会津(会津) ＦＣ　Ｈｅｒｍａｎｏｓ(会津) インテリオール会津(会津) 会津総合運動公園

13:00 3西 インテリオール会津(会津) ＦＣ　Ｈｅｒｍａｎｏｓ(会津) 〃 喜多方ＦＣ(会津) 河東ＦＣ(会津)
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