
節 日 曜 カテ HOME AWAY 会場 キックオフ 主管 審判
尚志セカンド 郡山商業 10:00 聖光学院
聖光学院 いわき湯本 12:30 郡山商業
学法石川 帝京安積セカンド 13:30 福島工業
郡山 福島工業 16:00 学法石川
福島東 ふたば未来学園 10:30 いわきFCU-18

いわき光洋 いわきFCU-18 13:00 福島東
白河 帝京安積サード 10:30 尚志サード

尚志サード 磐城 12:30 帝京安積サード

聖光学院セカンド 相馬 13:00 学法石川セカンド

学法石川セカンド 福島工業セカンド 15:00 聖光学院セカンド

聖光学院 郡山商業 10:30 尚志セカンド

尚志セカンド ふたば未来学園 13:00 聖光学院
学法石川 福島工業 10:30 帝京安積セカンド

いわき湯本 帝京安積セカンド 13:00 福島工業
福島東 郡山 13:00 いわき光洋

いわき光洋 相馬 15:30 福島東
白河 いわきFCU-18 14:00 磐城

帝京安積サード 磐城 16:00 白河
尚志サード 福島工業セカンド 13:00 聖光学院セカンド

聖光学院セカンド 学法石川セカンド 15:00 福島工業セカンド

聖光学院 帝京安積セカンド 10:30 福島工業
いわき湯本 福島工業 13:00 聖光学院
尚志セカンド 郡山 10:30 学法石川
学法石川 福島東 13:00 尚志セカンド

郡山商業 ふたば未来学園 10:30 福島工業セカンド

帝京安積サード 福島工業セカンド 13:00 ふたば未来学園

白河 磐城 10:30 聖光学院セカンド

尚志サード 聖光学院セカンド 12::30 磐城
いわき光洋 学法石川セカンド 10:30 いわきFCU-18

いわきFCU-18 相馬 12:30 学法石川セカンド

帝京安積セカンド 福島工業 10:30 いわき湯本
いわき湯本 福島東 13:00 福島工業
郡山商 郡山 10:30 尚志セカンド

尚志セカンド 学法石川 13:00 郡山商業
聖光学院 ふたば未来学園 10:30 相馬
白河 相馬 13:00 聖光学院

帝京安積サード 聖光学院セカンド 10:30 福島工業セカンド

磐城 福島工業セカンド 12:30 聖光学院セカンド

いわき光洋 尚志サード 10:00 学法石川セカンド

いわきFCU-18 学法石川セカンド 12:00 いわき光洋
郡山商 学法石川 10:30 福島工業
聖光学院 福島工業 13:00 郡山商業

ふたば未来学園 郡山 10:30 帝京安積セカンド

帝京安積セカンド 福島東 13:00 郡山
いわき湯本 尚志セカンド 10:00 白河

帝京安積サード いわき光洋 12:30 いわき湯本
白河 福島工業セカンド 14:30 いわき光洋

いわきFCU-18 尚志サード 13:00 磐城
相馬 学法石川セカンド 15:00 尚志サード
磐城 聖光学院セカンド 17:00 相馬

聖光学院 郡山 10:30 郡山商業
郡山商業 いわき湯本 13:00 聖光学院

帝京安積セカンド 尚志セカンド 10:00 福島東
福島工業 福島東 12:30 帝京安積セカンド

ふたば未来学園 学法石川 10:30 尚志サード
相馬 尚志サード 13:00 学法石川
白河 学法石川セカンド 10:30 聖光学院セカンド

福島工業セカンド 聖光学院セカンド 12:30 白河
いわきFCU-18 帝京安積サード 13:30 いわき光洋

磐城 いわき光洋 15:30 いわきFCU-18

郡山 学法石川 10:30 聖光学院
聖光学院 福島東 13:00 郡山

2 学法石川セカンド 尚志サード 13:00 福島工業
1 福島工業 尚志セカンド 15:00 学法石川セカンド

1 ふたば未来学園 いわき湯本 10:30 聖光学院セカンド

2 白河 聖光学院セカンド 13:00 いわき湯本
2 相馬 帝京安積サード 10:30 郡山商業
1 帝京安積セカンド 郡山商 12:30 相馬

磐城 いわきFCU-18 14:00 いわき光洋
福島工業セカンド いわき光洋 16:00 磐城

福島東 尚志セカンド 10:30 学法石川
聖光学院 学法石川 13:00 福島東
郡山 いわき湯本 10:30 郡山商業

福島工業 郡山商業 13:00 いわき湯本
ふたば未来学園 帝京安積セカンド 10:30 磐城

相馬 磐城 13:00 帝京安積セカンド

学法石川セカンド 帝京安積サード 13:30 白河
白河 尚志サード 15:30 学法石川セカンド

福島工業セカンド いわきFCU-18 14:00 いわき光洋
聖光学院セカンド いわき光洋 16:00 福島工業セカンド

2 学法石川セカンド 磐城 10:30 聖光学院
1 聖光学院 尚志セカンド 13:00 磐城
2 福島工業セカンド 相馬 10:30 郡山
1 郡山 帝京安積セカンド 13:00 相馬
2 尚志サード 帝京安積サード 10:30 いわき湯本
1 学法石川 いわき湯本 13:00 尚志サード
2 聖光学院セカンド いわきFCU-18 10:30 福島東
1 福島東 郡山商業 13:00 いわきFCU-18

2 白河 いわき光洋 10:30 福島工業
1 福島工業 ふたば未来学園 13:00 白河
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西部サッカー場サブ 白河

新舞子フットボール場 いわき光洋

西部サッカー場 郡山

西部サッカー場サブ 郡山

尚志高校 尚志セカンド

ふたば未来学園

ふたば未来学園高校 ふたば未来学園

福島空港公園A 帝京安積サード

帝京安積高校IVY

いわきFCフィールド

尚志サード

西部サッカー場 郡山

熱海フットボールセンター 郡山商業

十六沼公園２ 福島工業セカンド

十六沼公園１ 福島東

いわきFCフィールド いわきFCU-18

Jヴィレッジ 聖光学院セカンド

Jヴィレッジ ふたば未来学園

いわきFCフィールド いわきFCU-18

18 9/23 金

Jヴィレッジ 学法石川セカンド

Jヴィレッジ

17 9/17 土

十六沼公園３ 聖光学院

福島工業セカンド

Jヴィレッジ 帝京安積サード

ふたば未来学園高校 ふたば未来学園

帝京安積高校IVY 帝京安積サード

16 9/10 土

西部サッカー場 学法石川

尚志高校 尚志サード

ふたば未来学園高校 ふたば未来学園

帝京安積高校IVY 帝京安積サード

いわきFCフィールド いわきFCU-18
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15 9/3 土

西部サッカー場 郡山

尚志高校 尚志サード

14 8/27 土

西部サッカー場 学法石川

ふたば未来学園高校

13 8/20 土

帝京安積高校IVY 帝京安積セカンド

帝京安積高校IVY 帝京安積サード

ふたば未来学園高校 ふたば未来学園

西部サッカー場サブ 学法石川セカンド

10 7/2 土

尚志高校 尚志セカンド

12 7/16 土

帝京安積高校IVY 帝京安積セカンド

11 7/9 土

西部サッカー場 郡山商業

福島空港公園A 学法石川

帝京安積高校IVY 帝京安積セカンド

ふたば未来学園高校 ふたば未来学園

福島空港公園A 白河

尚志高校


