
グループ 期日 節 会場 時間 主審・4th 副審×2 ホーム担当

B 10月10日(土) 第2節 空港B 10:00 レグノウァ - あだちＪＦＣ ビバーチェ フォルテ福島 レグノウァ

B 10月10日(土) 第2節 空港B 12:00 エスペラード郡山 - リベルダード磐城 レグノウァ あだちＪＦＣ レグノウァ

B 10月10日(土) 第2節 空港B 14:00 ビバーチェ - フォルテ福島 エスペラード郡山 リベルダード磐城 レグノウァ

A 10月11日(日) 第4節 空港A 10:30 勿来フォーウィンズ - 福島ユナイテッド 勿来フォーウィンズ

A 10月18日(日) 第1節 Ｊヴィレッジ 10:30 ＪヴィレッジＳＣ - 勿来フォーウィンズ アストロン ビアンコーネ福島 ＪヴィレッジＳＣ

A 10月18日(日) 第1節 Ｊヴィレッジ 12:30 アストロン - ビアンコーネ福島 ＪヴィレッジＳＣ 勿来フォーウィンズ ＪヴィレッジＳＣ

B 10月18日(日) 第1節 Ｊヴィレッジ 10:00 リベルダード磐城 - レグノウァ 福島ユナイテッド レガッテ ラッセル郡山

A 10月18日(日) 第1節 Ｊヴィレッジ 12:00 ラッセル郡山 - 会津サントス リベルダード磐城 レグノウァ ラッセル郡山

A 10月18日(日) 第1節 Ｊヴィレッジ 14:00 福島ユナイテッド - レガッテ ラッセル郡山 会津サントス ラッセル郡山

B 10月18日(日) 第1節 いわきＦＣＦ 13:00 エスペラード郡山 - あだちＪＦＣ いわきＦＣ フォルテ福島 いわきＦＣ

B 10月18日(日) 第1節 いわきＦＣＦ 15:00 いわきＦＣ - フォルテ福島 エスペラード郡山 あだちＪＦＣ いわきＦＣ

A 10月25日(日) 第2節 熱海F 10:30 会津サントス - ＪヴィレッジＳＣ レガッテ アストロン 会津サントス

A 10月25日(日) 第2節 熱海F 12:30 レガッテ - アストロン 会津サントス ＪヴィレッジＳＣ 会津サントス

A 10月25日(日) 第2節 空港A 10:30 勿来フォーウィンズ - ラッセル郡山 ビアンコーネ福島 福島ユナイテッド 福島ユナイテッド

A 10月25日(日) 第2節 空港A 12:30 ビアンコーネ福島 - 福島ユナイテッド 勿来フォーウィンズ ラッセル郡山 福島ユナイテッド

B 11月1日(日) 第3節 富岡町多目的 10:00 あだちＪＦＣ - いわきＦＣ リベルダード磐城 ビバーチェ フォルテ福島

B 11月1日(日) 第3節 富岡町多目的 12:00 フォルテ福島 - エスペラード郡山 あだちＪＦＣ いわきＦＣ フォルテ福島

B 11月1日(日) 第3節 富岡町多目的 14:00 リベルダード磐城 - ビバーチェ フォルテ福島 エスペラード郡山 フォルテ福島

B 11月7日(土) 第4節 十六沼３ 10:00 あだちＪＦＣ - ビバーチェ レグノウァ フォルテ福島 ビバーチェ

B 11月7日(土) 第4節 十六沼３ 12:00 レグノウァ - フォルテ福島 あだちＪＦＣ ビバーチェ ビバーチェ

A 11月8日(日) 第3節 熱海F 10:00 ビアンコーネ福島 - ＪヴィレッジＳＣ 福島ユナイテッド 会津サントス ＪヴィレッジＳＣ

A 11月8日(日) 第3節 熱海F 12:00 ラッセル郡山 - レガッテ ビアンコーネ福島 JヴィレッジSC ＪヴィレッジＳＣ

A 11月8日(日) 第3節 熱海F 14:00 福島ユナイテッド - 会津サントス ラッセル郡山 レガッテ ＪヴィレッジＳＣ

B 11月8日(日) 第4節 いわきＦＣＦ 13:00 リベルダード磐城 - いわきＦＣ アストロン 勿来フォーウィンズ アストロン

A 11月8日(日) 第3節 いわきＦＣＦ 15:00 アストロン - 勿来フォーウィンズ リベルダード磐城 いわきＦＣ アストロン

A 10/11or11/14 第4節 空港Aor相馬 ＪヴィレッジＳＣ - レガッテ

A 10/11or11/14 第4節 空港Aor相馬 ビアンコーネ福島 - ラッセル郡山

A 10/11or11/14 第4節 空港Aor相馬 アストロン - 会津サントス

B 11月21日(土) 第7節 熱海F 10:00 レグノウァ - エスペラード郡山 いわきＦＣ ビバーチェ エスペラード郡山

B 11月21日(土) 第7節 熱海F 12:00 リベルダード磐城 - あだちＪＦＣ レグノウァ エスペラード郡山 エスペラード郡山

B 11月21日(土) 第7節 熱海F 14:00 いわきＦＣ - ビバーチェ リベルダード磐城 あだちＪＦＣ エスペラード郡山

A 11月22日(日) 第5節 富岡町多目的 10:30 ラッセル郡山 - アストロン 勿来フォーウィンズ レガッテ アストロン

A 11月22日(日) 第5節 富岡町多目的 12:30 勿来フォーウィンズ - レガッテ ラッセル郡山 アストロン アストロン

A 11月23日(月) 第5節 熱海F 10:30 ビアンコーネ福島 - 会津サントス 福島ユナイテッド ＪヴィレッジＳＣ 会津サントス

A 11月23日(月) 第5節 熱海F 12:30 福島ユナイテッド - ＪヴィレッジＳＣ ビアンコーネ福島 会津サントス 会津サントス

B 11月23日(月) 第6節 十六沼３ 10:00 あだちＪＦＣ - フォルテ福島 ビバーチェ レグノウァ ビバーチェ

B 11月23日(月) 第6節 十六沼３ 12:00 いわきＦＣ - エスペラード郡山 あだちＪＦＣ フォルテ福島 ビバーチェ

B 11月23日(月) 第6節 十六沼３ 14:00 ビバーチェ - レグノウァ いわきＦＣ エスペラード郡山 ビバーチェ

A 11月28日(土) 第6節 熱海F 10:30 ビアンコーネ福島 - レガッテ ＪヴィレッジＳＣ ラッセル郡山 レガッテ

A 11月28日(土) 第6節 熱海F 12:30 ＪヴィレッジＳＣ - ラッセル郡山 ビアンコーネ福島 レガッテ レガッテ

組合せ(灰色がホーム担当）

高円宮杯 JFA　U-15サッカーリーグ2020　福島県



グループ 期日 節 会場 時間 主審・4th 副審×2 ホーム担当組合せ(灰色がホーム担当）

高円宮杯 JFA　U-15サッカーリーグ2020　福島県

A 12月6日(日) 第7節 熱海F 14:00 ビアンコーネ福島 - 勿来フォーウィンズ ラッセル郡山 福島ユナイテッド ラッセル郡山

A 12月6日(日) 第7節 熱海F 16:00 ラッセル郡山 - 福島ユナイテッド ビアンコーネ福島 勿来フォーウィンズ ラッセル郡山

A 12月6日(日) 第7節 富岡町多目的 10:30 レガッテ - 会津サントス ＪヴィレッジＳＣ アストロン レガッテ

A 12月6日(日) 第7節 富岡町多目的 12:30 ＪヴィレッジＳＣ - アストロン レガッテ 会津サントス レガッテ

B 12月6日(日) 第5節 Ｊヴィレッジ 10:00 リベルダード磐城 - フォルテ福島 レグノウァ いわきＦＣ フォルテ福島

B 12月6日(日) 第5節 Ｊヴィレッジ 12:00 エスペラード郡山 - ビバーチェ リベルダード磐城 フォルテ福島 フォルテ福島

B 12月6日(日) 第5節 Ｊヴィレッジ 14:00 レグノウァ - いわきＦＣ エスペラード郡山 ビバーチェ フォルテ福島

A 12月12日(土) 第6節 熱海F 10:30 アストロン - 福島ユナイテッド 勿来フォーウィンズ 会津サントス アストロン

A 12月12日(土) 第6節 熱海F 12:30 勿来フォーウィンズ - 会津サントス アストロン 福島ユナイテッド アストロン


