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節 期日 会場 Kick Off チーム 対戦･結果 チーム 審判・記録

9:30 中央台南中 1-0 勿来SCS 水石FC

10:40 水石FC 3-1 O-solo内郷 中央台南中

12/2(日) 小名浜二中 10:40 錦中 vs 小名浜二中 中央台北中

11:50 錦中 3-3 O-solo内郷 平一中

13:00 水石ＦＣ 2-0 中央台南中 O-solo内郷

12/２(日) 小名浜二中 14:10 小名浜二中 vs 勿来SCS 小名浜一中

9:00 勿来SCS vs O-solo内郷 中央台南中

10:10 水石FC vs 錦中 勿来SCS

11:20 小名浜二中 vs 中央台南中 水石FC

12:30 勿来SCS vs 錦中 小名浜二中

13:40 O-solo内郷 vs 中央台南中 錦中

14:50 水石ＦＣ vs 小名浜二中 O-solo内郷

11:50 水石ＦＣ vs 勿来SCS 泉中

13:00 O-solo内郷 vs 小名浜二中 勿来SCS

14:10 中央台南中 vs 錦中 O-solo内郷

節 期日 会場 Kick Off チーム 対戦･結果 チーム 審判・記録

10:40 平一中 2-0 泉中 平三中

11:50 磐崎中 0-2 玉川中 泉中

12/2(日) 小名浜二中 9:30 中央台北中 vs 小名浜一中 泉中

9:30 磐崎中 0-1 中央台北中 錦中

10:40 平一中 0-0 玉川中 中央台北中

12/2(日) 小名浜二中 13:00 泉中 vs 小名浜一中 小名浜二中

9:00 平一中 vs 小名浜一中 磐崎中

10:10 中央台北中 vs 玉川中 小名浜一中

11:20 泉中 vs 磐崎中 玉川中

12:30 平一中 vs 中央台北中 泉中

13:40 小名浜一中 vs 磐崎中 中央台北中

14:50 玉川中 vs 泉中 磐崎中

12/8(土) GF多目的 12:20 平一中 vs 磐崎中 古河FC

9:30 小名浜一中 vs 玉川中 水石FC

10:40 中央台北中 vs 泉中 玉川中

節 期日 会場 Kick Off チーム 対戦･結果 チーム 審判・記録

11/17(土) 玉川中 9:30 湯本一中 0-12 平三中 玉川中

9:30 内郷二中・植田中 4-2 いわきFCｶﾞｰﾙｽﾞ 古河FC

10:40 平二中 1-4 古河FC いわきFCガールズ

9:00 いわきFCｶﾞｰﾙｽﾞ 16-0 湯本一中 平二中

10:10 古河FC 3-0 内郷二中・植田中 いわきFCガールズ

11:20 平二中 1-0 平三中 内郷二中・植田中

12:30 いわきFCｶﾞｰﾙｽﾞ 0-6 古河FC 平三中

13:40 平二中 10-0 湯本一中 古河FC

14:50 平三中 1-0 内郷二中・植田中 平二中

9:30 平二中 vs 内郷二中・植田中 古河FC

10:40 湯本一中 vs 古河FC 平二中

12/8(土) GF多目的 13:30 平三中 vs いわきFCｶﾞｰﾙｽﾞ 磐崎中

10:00 平二中 vs いわきFCガールズ 平一中

11:10 古河FC vs 平三中 いわきFCガールズ

12/1(土) 内郷二中 13:00 内郷二中・植田中 vs 湯本一中 内郷二中・植田中

※　副審と記録については、主審チームの生徒が行うこととする。
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