
カテゴリー 期日 節 会場 時間 主審・4th 副審×2 ホーム担当

2部 3月4日（土） 第1節 新舞子フットボール場 10:30 SHOSHI FCセカンド 1 - 1 リベルダード磐城 いわきＦＣ あだちＪＦＣ SHOSHI FCセカンド

1部 3月4日（土） 第1節 新舞子フットボール場 12:30 いわきＦＣ 1 - 2 あだちＪＦＣ SHOSHI FCセカンド リベルダード磐城 SHOSHI FCセカンド

1部 3月4日（土） 第1節 富岡町多目的 10:30 ＪヴィレッジＳＣ 0 - 2 ビバーチェ レガッテ ビアンコーネ福島 ＪヴィレッジＳＣ

1部 3月4日（土） 第1節 富岡町多目的 12:30 レガッテ 3 - 3 ビアンコーネ福島 ＪヴィレッジＳＣ ビバーチェ ＪヴィレッジＳＣ

1部 3月5日（日） 第1節 広野町サッカー場 10:30 会津サントス 0 - 6 JFAアカデミー福島 勿来フォーウィンズ 昌平中 会津サントス

2部 3月5日（日） 第1節 広野町サッカー場 12:30 勿来フォーウィンズ 0 - 5 昌平中 会津サントス JFAアカデミー福島 会津サントス

2部 3月5日（日） 第1節 富岡町多目的 10:30 エスペラード郡山 0 - 5 レグノウァ FORTE福島 フィエンテ エスペラード郡山

2部 3月5日（日） 第1節 富岡町多目的 12:30 FORTE福島 1 - 0 フィエンテ エスペラード郡山 レグノウァ エスペラード郡山

1部 3月11日（土） 第2節 新舞子フットボール場 10:00 いわきＦＣ 1 - 0 JFAアカデミー福島 リベルダード磐城 エスペラード郡山 いわきＦＣ

2部 3月11日（土） 第2節 新舞子フットボール場 14:00 リベルダード磐城 6 - 1 エスペラード郡山 いわきＦＣ JFAアカデミー福島 いわきＦＣ

2部 3月18日（土） 第2節 富岡町多目的 10:30 FORTE福島 4 - 0 昌平中 ビアンコーネ福島 ＪヴィレッジＳＣ FORTE福島

1部 3月18日（土） 第2節 富岡町多目的 12:30 ビアンコーネ福島 1 - 2 ＪヴィレッジＳＣ FORTE福島 昌平中 FORTE福島

2部 3月19日（日） 第2節 富岡町多目的 10:30 勿来フォーウィンズ 3 - 2 フィエンテ SHOSHI FCセカンド レグノウァ 勿来フォーウィンズ

2部 3月19日（日） 第2節 富岡町多目的 12:30 SHOSHI FCセカンド 0 - 1 レグノウァ 勿来フォーウィンズ フィエンテ 勿来フォーウィンズ

1部 3月19日（日） 第2節 十六沼１ 10:30 レガッテ 5 - 0 ビバーチェ あだちＪＦＣ あだちＪＦＣ ビバーチェ

1部 未定 第2節 会津サントス - あだちＪＦＣ

1部 3月21日（火） 第3節 十六沼１ 10:30 ビバーチェ - 会津サントス レグノウァ 勿来フォーウィンズ レグノウァ

2部 3月21日（火） 第3節 十六沼１ 12:30 レグノウァ - 勿来フォーウィンズ ビバーチェ 会津サントス レグノウァ

2部 3月21日（火） 第3節 相馬光陽E 10:30 フィエンテ - SHOSHI FCセカンド 昌平中 エスペラード郡山 フィエンテ

2部 3月21日（火） 第3節 相馬光陽E 12:30 昌平中 - エスペラード郡山 フィエンテ SHOSHI FCセカンド フィエンテ

1部 3月21日（火） 第3節 熱海フットボールセンター 10:30 あだちＪＦＣ - レガッテ ビアンコーネ福島 いわきＦＣ レガッテ

1部 3月21日（火） 第3節 熱海フットボールセンター 12:30 ビアンコーネ福島 - いわきＦＣ あだちＪＦＣ レガッテ レガッテ

2部 3月21日（火） 第3節 広野町サッカー場 10:30 リベルダード磐城 - FORTE福島 JFAアカデミー福島 ＪヴィレッジＳＣ JFAアカデミー福島

1部 3月21日（火） 第3節 広野町サッカー場 12:30 JFAアカデミー福島 - ＪヴィレッジＳＣ リベルダード磐城 FORTE福島 JFAアカデミー福島

1部 4月1日（土） 第4節 新舞子フットボール場 10:30 ＪヴィレッジＳＣ - あだちＪＦＣ SHOSHI FCセカンド 昌平中 ＪヴィレッジＳＣ

2部 4月1日（土） 第4節 新舞子フットボール場 12:30 SHOSHI FCセカンド - 昌平中 ＪヴィレッジＳＣ あだちＪＦＣ ＪヴィレッジＳＣ

1部 4月2日（日） 第4節 伊達市フットボール場 10:00 ビバーチェ - いわきＦＣ レグノウァ FORTE福島 ビバーチェ

2部 4月2日（日） 第4節 伊達市フットボール場 12:00 エスペラード郡山 - フィエンテ ビバーチェ いわきＦＣ ビバーチェ

2部 4月2日（日） 第4節 伊達市フットボール場 14:00 レグノウァ - FORTE福島 エスペラード郡山 フィエンテ FORTE福島

1部 4月22日（土） 第4節 広野町サッカー場 10:00 レガッテ - JFAアカデミー福島 勿来フォーウィンズ リベルダード磐城 JFAアカデミー福島

2部 4月22日（土） 第4節 広野町サッカー場 12:00 勿来フォーウィンズ - リベルダード磐城 レガッテ リベルダード磐城 JFAアカデミー福島

1部 未定 第4節 会津サントス - ビアンコーネ福島

1部 4月8日（土） 第5節 Ｊヴィレッジ 10:30 ビアンコーネ福島 - JFAアカデミー福島 レグノウァ フィエンテ レグノウァ

2部 4月8日（土） 第5節 Ｊヴィレッジ 12:30 レグノウァ - フィエンテ ビアンコーネ福島 JFAアカデミー福島 レグノウァ

1部 4月8日（土） 第5節 十六沼1 10:30 ビバーチェ - あだちＪＦＣ FORTE福島 エスペラード郡山 あだちＪＦＣ

2部 4月8日（土） 第5節 十六沼1 12:30 FORTE福島 - エスペラード郡山 ビバーチェ あだちＪＦＣ あだちＪＦＣ

2部 4月8日（土） 第5節 いわきGF多目的 10:00 勿来フォーウィンズ - SHOSHI FCセカンド リベルダード磐城 昌平中 昌平中

2部 4月8日（土） 第5節 いわきGF多目的 12:00 リベルダード磐城 - 昌平中 勿来フォーウィンズ SHOSHI FCセカンド 昌平中

1部 4月8日（土） 第5節 いわきFCフィールド 14:00 会津サントス - レガッテ いわきＦＣ ＪヴィレッジＳＣ いわきＦＣ

1部 4月8日（土） 第5節 いわきFCフィールド 16:00 いわきＦＣ - ＪヴィレッジＳＣ 会津サントス レガッテ いわきＦＣ

2部 4月15日（土） 第6節 伊達市フットボール場 10:30 SHOSHI FCセカンド - FORTE福島 ビアンコーネ福島 あだちＪＦＣ FORTE福島

1部 4月15日（土） 第6節 伊達市フットボール場 12:30 ビアンコーネ福島 - あだちＪＦＣ SHOSHI FCセカンド FORTE福島 FORTE福島

2部 4月16日（日） 第6節 広野町サッカー場 10:00 リベルダード磐城 - フィエンテ ビバーチェ JFAアカデミー福島 JFAアカデミー福島

1部 4月16日（日） 第6節 広野町サッカー場 12:00 レガッテ - いわきＦＣ リベルダード磐城 フィエンテ JFAアカデミー福島

1部 4月16日（日） 第6節 広野町サッカー場 14:00 ビバーチェ - JFAアカデミー福島 レガッテ いわきＦＣ JFAアカデミー福島

2部 4月16日（日） 第6節 十六沼2 10:30 レグノウァ - 昌平中 エスペラード郡山 勿来フォーウィンズ エスペラード郡山

2部 4月16日（日） 第6節 十六沼2 12:30 エスペラード郡山 - 勿来フォーウィンズ レグノウァ 昌平中 エスペラード郡山

1部 未定 第6節 ＪヴィレッジＳＣ - 会津サントス
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1部 第7節 ビバーチェ - ビアンコーネ福島 あだちＪＦＣ JFAアカデミー福島

1部 第7節 あだちＪＦＣ - JFAアカデミー福島 ビバーチェ ビアンコーネ福島

1部 第7節 会津サントス - いわきＦＣ ＪヴィレッジＳＣ レガッテ

1部 6月3日（土）or 第7節 ＪヴィレッジＳＣ - レガッテ 会津サントス いわきＦＣ

2部 6月4日（日） 第7節 レグノウァ - リベルダード磐城 フィエンテ 昌平中

2部 第7節 フィエンテ - 昌平中 レグノウァ リベルダード磐城

2部 第7節 勿来フォーウィンズ - FORTE福島 エスペラード郡山 SHOSHI FCセカンド

2部 第7節 エスペラード郡山 - SHOSHI FCセカンド 勿来フォーウィンズ FORTE福島

1部 第8節 JFAアカデミー福島 - 会津サントス あだちＪＦＣ いわきＦＣ

1部 第8節 あだちＪＦＣ - いわきＦＣ JFAアカデミー福島 会津サントス

1部 6月10日（土）or 第8節 ビバーチェ - ＪヴィレッジＳＣ ビアンコーネ福島 レガッテ

1部 6月11日（日） 第8節 ビアンコーネ福島 - レガッテ ビバーチェ ＪヴィレッジＳＣ

2部 【6月17日（土）】 第8節 昌平中 - 勿来フォーウィンズ フィエンテ FORTE福島

2部 【6月18日（日）】 第8節 フィエンテ - FORTE福島 昌平中 勿来フォーウィンズ

2部 第8節 レグノウァ - エスペラード郡山 リベルダード磐城 SHOSHI FCセカンド

2部 第8節 リベルダード磐城 - SHOSHI FCセカンド レグノウァ エスペラード郡山

1部 第9節 JFAアカデミー福島 - いわきＦＣ ＪヴィレッジＳＣ ビアンコーネ福島

1部 第9節 ＪヴィレッジＳＣ - ビアンコーネ福島 JFAアカデミー福島 いわきＦＣ

1部 7月1日（土）or 第9節 あだちＪＦＣ - 会津サントス ビバーチェ レガッテ

1部 7月2日（日） 第9節 ビバーチェ - レガッテ あだちＪＦＣ 会津サントス

2部 【7月29日（土）】 第9節 昌平中 - FORTE福島 エスペラード郡山 リベルダード磐城

2部 【7月30日（日）】 第9節 エスペラード郡山 - リベルダード磐城 昌平中 FORTE福島

2部 第9節 フィエンテ - 勿来フォーウィンズ レグノウァ SHOSHI FCセカンド

2部 第9節 レグノウァ - SHOSHI FCセカンド フィエンテ 勿来フォーウィンズ

1部 第10節 いわきＦＣ - ビアンコーネ福島 レガッテ あだちＪＦＣ

1部 第10節 レガッテ - あだちＪＦＣ いわきＦＣ ビアンコーネ福島

1部 第10節 会津サントス - ビバーチェ ＪヴィレッジＳＣ JFAアカデミー福島

1部 7月8日（土）or 第10節 ＪヴィレッジＳＣ - JFAアカデミー福島 会津サントス ビバーチェ

2部 7月9日（日） 第10節 FORTE福島 - リベルダード磐城 SHOSHI FCセカンド フィエンテ

2部 【8月5日（土）】 第10節 SHOSHI FCセカンド - フィエンテ FORTE福島 リベルダード磐城

2部 第10節 勿来フォーウィンズ - レグノウァ エスペラード郡山 昌平中

2部 第10節 エスペラード郡山 - 昌平中 勿来フォーウィンズ レグノウァ

1部 第11節 JFAアカデミー福島 - レガッテ いわきＦＣ ビバーチェ

1部 第11節 いわきＦＣ - ビバーチェ JFAアカデミー福島 レガッテ

1部 第11節 あだちＪＦＣ - ＪヴィレッジＳＣ ビアンコーネ福島 会津サントス

1部 7月15日（土）or 第11節 ビアンコーネ福島 - 会津サントス あだちＪＦＣ ＪヴィレッジＳＣ

2部 7月16日（日） 第11節 昌平中 - SHOSHI FCセカンド FORTE福島 レグノウァ

2部 第11節 FORTE福島 - レグノウァ 昌平中 SHOSHI FCセカンド

2部 第11節 フィエンテ - エスペラード郡山 リベルダード磐城 勿来フォーウィンズ

2部 第11節 リベルダード磐城 - 勿来フォーウィンズ フィエンテ エスペラード郡山

1部 第12節 レガッテ - 会津サントス JFAアカデミー福島 ビアンコーネ福島

1部 第12節 JFAアカデミー福島 - ビアンコーネ福島 レガッテ 会津サントス

1部 第12節 ＪヴィレッジＳＣ - いわきＦＣ あだちＪＦＣ ビバーチェ

1部 8月19日（土）or 第12節 あだちＪＦＣ - ビバーチェ ＪヴィレッジＳＣ いわきＦＣ

2部 8月20日（日） 第12節 SHOSHI FCセカンド - 勿来フォーウィンズ 昌平中 リベルダード磐城

2部 第12節 昌平中 - リベルダード磐城 SHOSHI FCセカンド 勿来フォーウィンズ

2部 第12節 エスペラード郡山 - FORTE福島 フィエンテ レグノウァ

2部 第12節 フィエンテ - レグノウァ エスペラード郡山 FORTE福島
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1部 第13節 JFAアカデミー福島 - ビバーチェ 会津サントス ＪヴィレッジＳＣ

1部 9月2日（土）or 第13節 会津サントス - ＪヴィレッジＳＣ JFAアカデミー福島 ビバーチェ

1部 9月16日（土） 第13節 あだちＪＦＣ - ビアンコーネ福島 いわきＦＣ レガッテ

1部 第13節 いわきＦＣ - レガッテ あだちＪＦＣ ビアンコーネ福島

2部 第13節 昌平中 - レグノウァ 勿来フォーウィンズ エスペラード郡山

2部 9月16日（土）or 第13節 勿来フォーウィンズ - エスペラード郡山 昌平中 レグノウァ

2部 10月1日（日） 第13節 フィエンテ - リベルダード磐城 FORTE福島 SHOSHI FCセカンド

2部 第13節 FORTE福島 - SHOSHI FCセカンド フィエンテ リベルダード磐城

1部 第14節 ビアンコーネ福島 - ビバーチェ JFAアカデミー福島 あだちＪＦＣ

1部 9月30日（土） 第14節 JFAアカデミー福島 - あだちＪＦＣ ビアンコーネ福島 ビバーチェ

1部 第14節 レガッテ - ＪヴィレッジＳＣ いわきＦＣ 会津サントス

1部 第14節 いわきＦＣ - 会津サントス レガッテ ＪヴィレッジＳＣ

2部 第14節 リベルダード磐城 - レグノウァ 昌平中 フィエンテ

2部 10月7日（土） 第14節 昌平中 - フィエンテ リベルダード磐城 レグノウァ

2部 第14節 SHOSHI FCセカンド - エスペラード郡山 FORTE福島 勿来フォーウィンズ

2部 第14節 FORTE福島 - 勿来フォーウィンズ SHOSHI FCセカンド エスペラード郡山


