
節 月　日 開始時刻 会　場 主　管 審判① 審判②

11:00 富岡 郡山 福島東 湯本

13:30 福島東 湯本 富岡 郡山

11:00 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 郡山商業 聖光学院 福島工業

13:30 聖光学院 福島工業 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 郡山商業

11:00 福島東 福島工業 富岡 湯本

13:30 富岡 湯本 福島東 福島工業

10:00 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 聖光学院 郡山 郡山商業

12:30 郡山 郡山商業 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 聖光学院

11:00 富岡 郡山商業 郡山 聖光学院

13:30 郡山 聖光学院 富岡 郡山商業

10:00 福島東 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 湯本 福島工業

12:30 湯本 福島工業 福島東 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

11:00 富岡 福島工業 郡山 福島東

13:30 郡山 福島東 富岡 福島工業

10:00 湯本 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 郡山商業 聖光学院

12:30 郡山商業 聖光学院 湯本 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

11:00 富岡 聖光学院 湯本 郡山

13:30 湯本 郡山 富岡 聖光学院

11:00 郡山商業 福島東 福島工業 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

13:30 福島工業 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 郡山商業 福島東

10:00 富岡 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 聖光学院 福島東

12:30 聖光学院 福島東 富岡 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

11:00 福島工業 郡山 郡山商業 湯本

13:30 郡山商業 湯本 福島工業 郡山

10:00 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 郡山 聖光学院 湯本

12:30 聖光学院 湯本 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 郡山

11:00 富岡 福島東 福島工業 郡山商業

13:30 福島工業 郡山商業 富岡 福島東

11:00 聖光学院 福島工業 富岡 郡山

13:30 富岡 郡山 聖光学院 福島工業

11:00 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 郡山商業 福島東 湯本

13:30 福島東 湯本 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 郡山商業

10:30 富岡 湯本 福島東 福島工業

13:00 福島東 福島工業 富岡 湯本

10:00 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 聖光学院 郡山 郡山商業

12:30 郡山 郡山商業 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 聖光学院

10:30 湯本 福島工業 福島東 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

13:00 福島東 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 湯本 福島工業

11:00 富岡 郡山商業 郡山 聖光学院

13:30 郡山 聖光学院 富岡 郡山商業

11:00 郡山 福島東 郡山商業 聖光学院

13:30 郡山商業 聖光学院 郡山 福島東

10:30 湯本 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 富岡 福島工業

13:00 富岡 福島工業 湯本 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

10:00 福島工業 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 郡山商業 福島東

12:30 郡山商業 福島東 福島工業 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

10:30 湯本 郡山 富岡 聖光学院

13:00 富岡 聖光学院 湯本 郡山

11:00 聖光学院 福島東 富岡 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

13:30 富岡 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 聖光学院 福島東

11:00 福島工業 郡山 郡山商業 湯本

13:30 郡山商業 湯本 福島工業 郡山

11:00 富岡 福島東 聖光学院 湯本

13:30 聖光学院 湯本 富岡 福島東

11:00 福島工業 郡山商業 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 郡山

13:30 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 郡山 福島工業 郡山商業

大会日程表　Ｆ１リーグ　

対　戦

1 4月11日（土）

十六沼公園人工芝1 福島東

十六沼公園人工芝2 福島工業

2 4月18日（土）

相馬光陽サッカー場人工芝E 福島工業

尚志高等学校 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

3 4月25日（土）

相馬光陽サッカー場人工芝E 聖光学院

尚志高等学校 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

4 4月29日（水）

相馬光陽サッカー場人工芝E 福島東

尚志高等学校 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

5 5月2日（土）

十六沼公園人工芝1 聖光学院

相馬光陽サッカー場天然芝B 福島工業

6 6月13日（土）

尚志高等学校 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

郡山市西部サッカー場サブ 郡山商業

7 6月27日（土）

尚志高等学校 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

あづま運動公園補助陸上 福島工業

8 7月4日（土）

十六沼公園人工芝2 富岡

郡山市西部サッカー場メイン 郡山商業

9 7月11日（土）

いわきGF多目的 湯本

尚志高等学校 尚志

10 7月18日（土）

いわきGF多目的 湯本

郡山市西部サッカー場メイン 郡山

11 8月23日（日）

郡山高等学校 郡山

いわきGF多目的 湯本

12 8月29日（土）

尚志高等学校 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

いわきGF多目的 湯本

13 9月5日（土）

十六沼公園サッカー場 福島東

郡山市西部サッカー場メイン 郡山商業

14 9月12日（土）

十六沼公園人工芝１ 聖光学院

郡山市西部サッカー場メイン 郡山


