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開催日 会　場 時間 審判
4月9日(土) ＧＦ多目的 10:30 植田中 4-0 平三中 勿来SCS

11:40 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰﾄﾞ磐城2nd 2-0 湯本一中 主審：昌平中、副審：平三中

12:50 勿来SCS 2-1 中央台南中 湯本一中
14:00 昌平中 10-0 平二中 中央台南中
15:10 いわきFC2nd 3-0 小名浜二中 平二中

4月10日(日) ＧＦ 10:00 水石FC 1-5 いわきＦＣガールズ アズーレいわき
11:10 アズーレいわき 0-0 小名浜一中 いわきＦＣガールズ

ＧＦ多目的 10:00 中央台北中 4-0 平一中 勿来SCS

4月16日(土) 中央台南 9:30 アズーレいわき 2-0 平二中 泉中
10:40 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰﾄﾞ磐城2nd 1-5 中央台南中 平二中
11:50 泉中 3-1 小名浜一中 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰﾄﾞ磐城2nd
13:00 いわきFC2nd 0-0 勿来SCS 小名浜一中

中央台北 9:30 植田中 ｖｓ いわきＦＣガールズ
10:40 中央台北中 ｖｓ 水石FC
11:50 玉川中 ｖｓ 平三中

4月17日(日) 小名浜二 9:30 オーソロ内郷 2-3 湯本一中 錦中
10:40 昌平中 3-0 小名浜二中 オーソロ内郷

4月29日(金) 新舞子人工芝 9:00 昌平中 1-0 小名浜一中 小名浜二、平二
10:10 泉中 8-1 湯本一中 昌平、小名浜一
11:30 中央台南中 3-2 平二中 主審：平一中、副審：植田中

12:40 中央台北中 3-1 錦中 中央台南中
５０分ゲーム 13:50 植田中 1-0 平一中 中央台北中

15:00 磐崎中 0-7 平三中 平一中
4月30日(土) 中央台北 9:30 植田中 4-1 いわきＦＣガールズ 平一中

10:40 中央台北中 3-0 水石FC いわきＦＣガールズ
５０分ゲーム 11:50 錦中 4-1 平一中 水石FC

13:00 玉川中 5-0 平三中 錦中
5月7日(土) 新舞子人工芝 9:00 昌平中 2-1 泉中 協会

以降６０分ゲーム 10:30 勿来SCS 1-3 小名浜一中 中央台南中
11:50 玉川中 0-2 磐崎中 小名浜一中
13:10 中央台南中 0-1 湯本一中 磐崎中
14:30 中央台北中 2-3 平三中 湯本一中

5月８日(日) 新舞子人工芝 9:00 アズーレいわき 1-3 オーソロ内郷 水石FC
10:20 小名浜二中 3-1 平二中 アズーレいわき
11:40 平一中 4-0 水石FC 小名浜二中
13:00 植田中 4-2 錦中 平一中

5月14日(土) 中央台南 9:00 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰﾄﾞ磐城2nd ｖｓ 平二中
10:20 植田中 ｖｓ 水石FC

雨天中止 11:40 アズーレいわき ｖｓ 中央台南中
中央台北 9:00 錦中 ｖｓ 平三中

10:20 中央台北中 ｖｓ 玉川中
11:40 磐崎中 ｖｓ 平一中

5月15日(日) 小名浜二 9:00 昌平中 6-0 小名浜一中 小名浜二中
10:20 小名浜二中 1-4 泉中 昌平中

5月21日(土) ＧＦ多目的 10:30 植田中 1-1 玉川中 小名浜一中
11:50 磐崎中 1-4 水石FC 主審：玉川中、副審：植田中

13:10 小名浜一中 7-1 平二中 磐崎中
14:30 平一中 3-2 平三中 平二中

新舞子 9:00 泉中 6-0 湯本一中 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰﾄﾞ磐城2nd
10:20 いわきFC2nd 8-0 中央台南中 湯本一中
11:40 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰﾄﾞ磐城2nd 0-11 昌平中 中央台南中
13:00 いわきFC2nd 6-1 泉中 昌平中
14:30 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰﾄﾞ磐城 ｖｓ 昌平中 ※U13県リーグ

5月22日(日) ＧＦ多目的 10:00 アズーレいわき 1-2 勿来SCS 湯本一中
12:00 勿来SCS 1-3 湯本一中 アズーレいわき

新舞子 オーソロ内郷 ｖｓ 小名浜二中
10:20 中央台南中 1-1 小名浜一中 小名浜二中
11:40 錦中 5-2 いわきＦＣガールズ 小名浜一中

5月28日(土) ＧＦ多目的 10:30 アズーレいわき 2-0 湯本一中 泉中
11:50 植田中 1-0 中央台北中 アズーレいわき
13:10 泉中 7-0 平二中 中央台北中

新舞子 9:00 錦中 6-1 磐崎中 玉川中
10:20 平三中 0-2 水石FC 錦中
11:40 玉川中 3-1 平一中 水石FC

5月29日(日) ＧＦ多目的 10:00 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰﾄﾞ磐城2nd 0-9 オーソロ内郷 昌平中
11:20 小名浜二中 3-1 小名浜一中 オーソロ内郷
12:40 昌平中 7-0 勿来SCS 小名浜二中

６月４日(土) ＧＦ多目的 10:00 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰﾄﾞ磐城2nd 1-0 平二中 主審：錦中、副審：平三中

11:20 磐崎中 0-7 平一中 平二中
12:40 錦中 4-1 平三中 磐崎中

6月9日(木) ＧＦ多目的 10:30 中央台北中 0-1 玉川中 0
6月18日(土) 中央台南 9:30 勿来SCS 3-0 平二中 アズーレいわき

10:50 オーソロ内郷 6-0 中央台南中 勿来SCS
12:10 アズーレいわき 0-2 泉中 中央台南中
13:30 昌平中 6-0 湯本一中 泉中
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7月2日(土) いわきFCF 14:00 錦中 5-2 水石FC 平一中
7月3日(日) 新舞子人工芝 14:30 いわきFC2nd 6-0 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰﾄﾞ磐城2nd オーソロ内郷
7月9日(土) 新舞子人工芝 12:00 いわきFC2nd 6-0 湯本一中 オーソロ内郷

13:20 アズーレいわき 6-0 中央台南中 いわきFC2nd
14:40 オーソロ内郷 6-0 小名浜二中 アズーレいわき

中央台北 9:00 植田中 6-0 水石FC 平一中
10:20 中央台北中 3-0 磐崎中 水石FC

7月16日(土) 湯本一 9:15 平二中 1-7 湯本一中 平一中
7月17日(日) いわきFCF 16:00 昌平中 5-0 オーソロ内郷 いわきFC2nd

17:20 勿来SCS 1-3 小名浜二中 昌平中
18:40 いわきFC2nd 13-0 小名浜一中 勿来SCS

7月30日(土) 小名浜二中 9:00 オーソロ内郷 7-0 平二中 勿来SCS

10:20 小名浜二中 0-0 湯本一中 平二中

8月6日(土) 中央台南中 9:00 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰﾄﾞ磐城2nd ｖｓ アズーレいわき いわきFC2nd

10:20 小名浜二中 ｖｓ 中央台南中 ﾘﾍﾞﾙﾀﾞｰﾄﾞ磐城2nd

11:40 いわきFC2nd ｖｓ 平二中 小名浜二中

13:00 勿来SCS ｖｓ 泉中 平二中

8月7日(日) 小名浜一中 9:00 小名浜一中 ｖｓ 湯本一中 当該


