
節 月　日 開始時刻 会　場 主　管 審　判

11:00 会津工業 白河 帝京安積

13:00 葵 帝京安積 会津工業

11:00 相馬 学石ｾｶﾝﾄﾞ 安達

13:00 安達 安積 学石ｾｶﾝﾄﾞ

11:00 聖光ｾｶﾝﾄﾞ 平工業 いわき光洋

13:00 いわき光洋 磐城 平工業

11:00 福島 尚志ｻｰﾄﾞ 富岡ｾｶﾝﾄﾞ

13:00 須賀川 富岡ｾｶﾝﾄﾞ 尚志ｻｰﾄﾞ

10:00 相馬 白河 学石ｾｶﾝﾄﾞ

12:00 学石ｾｶﾝﾄﾞ 安積 白河

11:00 会津工業 平工業 いわき光洋

13:00 いわき光洋 富岡ｾｶﾝﾄﾞ 会津工業

11:00 福島 須賀川 安達

13:00 安達 帝京安積 福島

10:00 葵 尚志ｻｰﾄﾞ 磐城

12:00 聖光ｾｶﾝﾄﾞ 磐城 葵

10:00 相馬 安積 聖光ｾｶﾝﾄﾞ

12:00 聖光ｾｶﾝﾄﾞ 富岡ｾｶﾝﾄﾞ 相馬

13:00 会津工業 磐城 帝京安積

15:00 学石ｾｶﾝﾄﾞ 帝京安積 磐城

11:00 葵 須賀川 平工業

13:00 白河 平工業 須賀川

10:00 安達 尚志ｻｰﾄﾞ 福島

12:00 いわき光洋 福島 安達

10:00 安積 帝京安積 須賀川

12:00 安達 須賀川 安積

11:00 聖光ｾｶﾝﾄﾞ 福島 平工業

13:00 相馬 平工業 福島

11:00 会津工業 富岡ｾｶﾝﾄﾞ いわき光洋

13:00 葵 いわき光洋 会津工業

10:00 学石ｾｶﾝﾄﾞ 尚志ｻｰﾄﾞ 白河

12:00 白河 磐城 学石ｾｶﾝﾄﾞ

11:00 平工業 磐城 いわき光洋

13:00 安達 いわき光洋 平工業

10:00 安積 尚志ｻｰﾄﾞ 白河

12:00 白河 富岡ｾｶﾝﾄﾞ 安積

10:00 会津工業 福島 葵

12:00 聖光ｾｶﾝﾄﾞ 葵 福島

11:00 相馬 帝京安積 学石ｾｶﾝﾄﾞ

13:00 学石ｾｶﾝﾄﾞ 須賀川 帝京安積

11:00 平工業 富岡ｾｶﾝﾄﾞ 相馬

13:00 相馬 磐城 平工業

10:00 会津工業 葵 福島

12:00 白河 福島 葵

13:00 安達 聖光ｾｶﾝﾄﾞ いわき光洋

15:00 学石ｾｶﾝﾄﾞ いわき光洋 聖光ｾｶﾝﾄﾞ

10:00 帝京安積 尚志ｻｰﾄﾞ 須賀川

12:00 安積 須賀川 帝京安積

11:00 学石ｾｶﾝﾄﾞ 聖光ｾｶﾝﾄﾞ 会津工業

13:00 会津工業 安達 聖光ｾｶﾝﾄﾞ

11:00 帝京安積 須賀川 福島

13:00 平工業 福島 須賀川

10:00 安積 いわき光洋 白河

12:00 白河 葵 いわき光洋

10:00 相馬 尚志ｻｰﾄﾞ 富岡ｾｶﾝﾄﾞ

12:00 磐城 富岡ｾｶﾝﾄﾞ 相馬

11:00 相馬 富岡ｾｶﾝﾄﾞ 尚志ｻｰﾄﾞ

13:00 尚志ｻｰﾄﾞ 須賀川 富岡ｾｶﾝﾄﾞ

11:00 白河 安達 いわき光洋

13:00 帝京安積 いわき光洋 白河

10:00 安積 聖光ｾｶﾝﾄﾞ 学石ｾｶﾝﾄﾞ

12:00 学石ｾｶﾝﾄﾞ 会津工業 聖光ｾｶﾝﾄﾞ

11:00 磐城 福島 葵

13:00 平工業 葵 磐城

葵

相馬光陽サッカー場人工芝D 相馬

遠野高等学校 磐城
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対　戦

8 6月27日（土）

押切川公園スポーツ広場

郡山市西部サッカー場サブ 須賀川

9

7月4日（土）

安積高等学校 安積

遠野高等学校 平工業

郡山市西部サッカー場サブ 帝京安積

7月5日（日） 尚志高等学校 尚志ｻｰﾄﾞ

10

7月11日（土）

安積高等学校 安積

郡山市西部サッカー場M（PL後） 学石ｾｶﾝﾄﾞ

郡山市西部サッカー場サブ 白河

7月12日（日） 尚志高等学校 尚志ｻｰﾄﾞ

11

7月18日（土）

郡山市西部サッカー場サブ 帝京安積

相馬光陽サッカー場人工芝E 相馬

12 7月25日（土）

遠野高等学校 磐城

尚志高等学校

押切川公園スポーツ広場 葵

7月19日（日） 尚志高等学校 尚志ｻｰﾄﾞ

13

8月29（土）

遠野高等学校 磐城

会津工業高等学校

尚志ｻｰﾄﾞ

会津工業高等学校 会津工業

相馬光陽サッカー場人工芝D 相馬

会津工業

十六沼公園人工芝１（PL後） 学石ｾｶﾝﾄﾞ

8月30日（日） 尚志高等学校 尚志ｻｰﾄﾞ

郡山市西部サッカー場サブ 帝京安積

安積高等学校 安積

9月6日（日） 尚志高等学校

平工業

・悪天候や諸事情により、会場や日時が変更になる場合があります。

尚志ｻｰﾄﾞ

15 9月12日（土）

相馬光陽サッカー場人工芝E 相馬

郡山市西部サッカー場サブ 帝京安積

安積高等学校 安積

いわき明星大（遠野から変更）

14

9月5日（土）

相馬光陽サッカー場人工芝E 安達


