
期　日：
会　場：
試合開始時間

2021/7/19 印刷
１ リーグ戦： 審　判 主管校

第１試合 １０時００分 1-0 白河2nd
第２試合 １１時３０分 3-0 白河旭
第３試合 １２時３０分

第１試合 １０時００分 1-4 船引
第２試合 １１時３０分 3-0 須賀川桐陽
第３試合
第１試合 １０時００分 1-2 田村
第２試合 １１時３０分 2-0 帝京安積3rd
第１試合 １３時００分 0-5 あさか開成
第２試合 １４時３０分 4-1 須賀川

2 リーグ戦： 審　判 主管校

第１試合 ９時３０分 1-1 白河2nd
第２試合 １１時００分 2-2 清陵情報

延期7/31清陵 第３試合 １２時３０分 - あさか開成
第１試合 １３時００分 3-1 帝京安積3rd
第２試合 １４時３０分 0-7 郡山北工

-
第１試合 １０時００分 1-1 白河実業
第２試合 １１時３０分 1-0 学法石川3rd
第３試合 １３時００分 5-1 田村

3 リーグ戦： 審　判 主管校
第１試合 １０時００分 - 白河旭
第２試合 １１時３０分 - 郡山北工
第３試合 １２時００分

第１試合 １０時００分 3-0 白河実業
第２試合 １１時３０分 0-1 船引

第１試合 １５時００分 1-1 須賀川桐陽
第２試合 １６時３０分 0-4 郡山2nd
第１試合 １３時００分 0-3 安積黎明
第２試合 １４時３０分 2-0 日大東北

4 リーグ戦： 審　判 主管校
第１試合 １０時００分 0-1 郡山商2nd
第２試合 １１時３０分 0-4 須賀川桐陽
第１試合 １０時００分 0-4 白河2nd
第２試合 １１時３０分 1-2 須賀川
第３試合 １２時３０分

第１試合 １４時３０分 0-1 清陵情報
第２試合 １６時００分 0-6 郡山東
第１試合 １３時００分 1-8 学法石川3rd
第２試合 １４時30分 1-2 白河旭

6月13日（日）実施

6月20日（日）実施

6月27日（日）実施

郡山高校

令和３年６月１２日（土）～９月１８日（土）

第１試合１０：００ (※3試合時９：３０)  第２試合１１：３０（１１：００） 第３試合１３：００（１２：３０）

６月１２日（土）

7月4日（日）実施

郡山北工・郡山・清陵情報・日大東北・ＩＶＹＦＩＥＬＤ・田村陸上競技場・空港Ｇ

高円宮杯JFA　U-18サッカーリーグ2021福島　県南地区リーグ（後期）

郡山北工業
郡山北工 白河旭

郡山北郡山商2nd 白河セカンド

郡山高校
須賀川桐陽 郡山2nd

郡山安積黎明 船引

日大東北
あさか開成 白河実業

日大東北
須賀川 日大東北

IVY FIELD
学法石川3rd 帝京安積3rd

帝京安積
郡山東 田村

６月１９日（土）

郡山高校
郡山東 郡山2nd

郡山あさか開成 白河セカンド
安積黎明 清陵情報

学法石川3rd 須賀川
須賀川空港G

白河実業 船引

日大東北
郡山北工 日大東北

日大東北須賀川桐陽 帝京安積3rd

田村 白河旭

田村陸上競技場
あさか開成 船引

船引白河実業 清陵情報

６月２６日（土）

郡山北工業
郡山北工 学法石川3rd

郡山北郡山東 白河旭

日大東北
田村 日大東北

日大東北
郡山商2nd 安積黎明

IVY FIELD
郡山2nd 帝京安積3rd

帝京安積
須賀川桐陽 須賀川

IVY FIELD
郡山東 帝京安積3rd

帝京安積

７月３日（土）

郡山北工業
須賀川桐陽 郡山北工

郡山北
白河実業 郡山商2nd

船引 清陵情報

日大東北
白河旭 日大東北

日大東北

郡山2nd 須賀川
白河セカンド 安積黎明 郡山

田村 学法石川3rd

延期7/24



5 リーグ戦： 審　判 主管校
第１試合 １０時００分 1-5 学法石川3rd
第２試合 １１時３０分 0-2 郡山北工

第１試合 １０時００分 - 郡山商2nd
第２試合 １１時３０分 - 清陵情報
第１試合 １４時３０分 3-0 白河2nd
第２試合 １６時００分 2-0 須賀川
第１試合 １３時００分 0-3 須賀川桐陽
第２試合 １４時３０分 2-0 日大東北

6 リーグ戦： 審　判 主管校
第１試合 １０時００分 1-0 船引
第２試合 １１時３０分 1-5 郡山2nd
第３試合 １２時３０分

第１試合 １０時００分 0-1 安積黎明
第２試合 １１時３０分 3-1 郡山商2nd
第３試合 -
第１試合 13時30分 3-1 郡山東
第２試合 １５時００分 1-0 郡山北工業
第１試合 １３時００分 1-3 白河旭
第２試合 １４時３０分 2-1 学法石川3rd

7 リーグ戦： 審　判 主管校
第１試合 ９時３０分 - 郡山商2nd
第２試合 １１時００分 - 学法石川3rd
第３試合 １２時３０分 郡山北工
第１試合 ９時３０分 - 安積黎明
第２試合 １１時００分 - 白河実業
第３試合 １２時３０分 - 清陵情報
第１試合 １３時００分 - 帝京安積3rd
第２試合 １４時３０分 - 日大東北
第１試合 １０時００分

第２試合 １１時３０分

8 リーグ戦： 審　判 主管校

第１試合 １３時００分 - 須賀川
第２試合 １４時３０分 - 郡山2nd
第３試合 １６時００分 - 田村
第１試合 ９時３０分 - 郡山東
第２試合 １１時００分 - 帝京安積3rd

9 リーグ戦： 審　判 主管校
第１試合 ９時３０分 - 郡山東
第２試合 １１時００分 - 郡山北工
第３試合 １２時３０分 - 須賀川

第１試合 １４時３０分 - 郡山2nd
第２試合 １６時００分 - 日大東北

延期

7月11日（日）実施

清陵情報
あさか開成 清陵情報

清陵情報
船引 郡山商2nd

７月１０日（土）

郡山高校
郡山2nd 郡山北工

郡山白河旭 学法石川3rd

日大東北
郡山東 日大東北

日大東北
田村 須賀川桐陽

IVY FIELD
帝京安積3rd 須賀川

帝京安積
白河セカンド 白河実業

清陵情報
清陵情報 郡山商2nd

清陵情報あさか開成 安積黎明

７月１7日（土）

郡山高校
郡山2nd 田村

郡山船引 白河セカンド

日大東北
日大東北 学法石川3rd

日大東北
白河旭 須賀川桐陽

IVY FIELD
帝京安積3rd 郡山北工

帝京安積
郡山東 須賀川

郡山高校
白河旭 郡山2nd

郡山清陵情報 白河セカンド
安積黎明 白河実業

７月２２日（木）

郡山北工業
須賀川 郡山北工

郡山北あさか開成 郡山商2nd
郡山東 学法石川3rd

日大東北
日大東北 須賀川桐陽

日大東北
帝京安積3rd 田村

９月１１日（土）

IVY FIELD
帝京安積3rd 白河旭

帝京安積
郡山東 郡山北工

郡山高校
日大東北 郡山2nd

郡山高校須賀川 田村
学法石川3rd 須賀川桐陽

田村
郡山北須賀川 白河旭

郡山東 須賀川桐陽

7月18日（日）実施

IVY FIELD
日大東北 帝京安積3rd

帝京安積
学法石川3rd 郡山2nd

９月１８日（土）

郡山北工業
郡山北工


