
2部Ａ 平成30年7月22日

9:40 日立ＳＣ vs 結城南中学校
13:00 大子中学校 vs 笠原中学校

1 11:00 ＦＣ古河　ネクスト vs 東海南中学校 古河リバーフィールド
10:00 神栖第二中学校 vs フォーウィンズ　ネクスト
13:00 美野里中学校 vs 波崎第三中学校
10:00 日立ＳＣ vs 美野里中学校
13:00 結城南中学校 vs 大子中学校

2 10:00 笠原中学校 vs ＦＣ古河　ネクスト 笠原中学校
10:00 東海南中学校 vs 神栖第二中学校
12:30 フォーウィンズ　ネクスト vs 波崎第三中学校
10:00 フォーウィンズ　ネクスト vs 日立ＳＣ
13:00 結城南中学校 vs 笠原中学校

3 9:00 東海南中学校 vs 大子中学校 東海南中学校
11:00 ＦＣ古河　ネクスト vs 美野里中学校 古河リバーフィールド（3/17開催）

10:00 波崎第三中学校 vs 神栖第二中学校 若松陸上競技場
11:40 日立ＳＣ vs 東海南中学校 東海南中学校（5/20開催）
10:30 結城南中学校 vs 神栖第二中学校 若松陸上競技場（4/15開催）

4 10:30 波崎第三中学校 vs ＦＣ古河　ネクスト 若松陸上競技場
9:30 笠原中学校 vs フォーウィンズ　ネクスト 笠原中学校（5/12開催）

前 10:30 大子中学校 vs 美野里中学校 大子広域公園
13:00 大子中学校 vs フォーウィンズ　ネクスト
10:30 神栖第二中学校 vs 日立ＳＣ

5 10:00 ＦＣ古河　ネクスト vs 結城南中学校
13:00 笠原中学校 vs 美野里中学校
10:00 東海南中学校 vs 波崎第三中学校 東海南中学校

期 10:30 波崎第三中学校 vs 日立ＳＣ 若松陸上競技場（4/1開催）
10:30 結城南中学校 vs 東海南中学校 結城南中学校

6 12:30 大子中学校 vs ＦＣ古河　ネクスト つくば市高崎サッカー場
10:00 笠原中学校 vs 神栖第二中学校
13:00 美野里中学校 vs フォーウィンズ　ネクスト
13:45 東海南中学校 vs フォーウィンズ　ネクスト
10:30 笠原中学校 vs 日立ＳＣ

7 10:30 美野里中学校 vs 結城南中学校 結城南中学校
10:30 大子中学校 vs 波崎第三中学校 大子広域公園
11:00 ＦＣ古河　ネクスト vs 神栖第二中学校 若松陸上競技場
11:00 日立ＳＣ vs 大子中学校 那珂市総合公園
10:30 神栖第二中学校 vs 美野里中学校 石塚運動広場（5/20開催）

8 10:00 東海南中学校 vs 笠原中学校
12:40 フォーウィンズ　ネクスト vs ＦＣ古河　ネクスト
10:30 結城南中学校 vs 波崎第三中学校 鹿窪運動公園サッカー場
10:30 日立ＳＣ vs ＦＣ古河　ネクスト
13:45 フォーウィンズ　ネクスト vs 結城南中学校

9 11:00 神栖第二中学校 vs 大子中学校 神栖海浜サッカー場
10:00 波崎第三中学校 vs 笠原中学校
12:40 美野里中学校 vs 東海南中学校
10:30 結城南中学校 vs 日立ＳＣ 鹿窪運動公園サッカー場
10:00 笠原中学校 vs 大子中学校

1 13:00 東海南中学校 vs ＦＣ古河　ネクスト
： フォーウィンズ　ネクスト vs 神栖第二中学校
： 波崎第三中学校 vs 美野里中学校
10:00 美野里中学校 vs 日立ＳＣ
13:00 大子中学校 vs 結城南中学校

2 10:30 ＦＣ古河　ネクスト vs 笠原中学校
13:00 神栖第二中学校 vs 東海南中学校
11:00 波崎第三中学校 vs フォーウィンズ　ネクスト 若松陸上競技場
： 日立ＳＣ vs フォーウィンズ　ネクスト
10:00 笠原中学校 vs 結城南中学校

3 12:40 大子中学校 vs 東海南中学校
13:00 美野里中学校 vs ＦＣ古河　ネクスト 古河サッカー場（→延期）
9:30 神栖第二中学校 vs 波崎第三中学校 神栖総合公園（7/14開催）
： 東海南中学校 vs 日立ＳＣ
： 神栖第二中学校 vs 結城南中学校

4 10:30 ＦＣ古河　ネクスト vs 波崎第三中学校
13:00 フォーウィンズ　ネクスト vs 笠原中学校

後 ： 美野里中学校 vs 大子中学校
： フォーウィンズ　ネクスト vs 大子中学校
： 日立ＳＣ vs 神栖第二中学校

5 ： 結城南中学校 vs ＦＣ古河　ネクスト
： 美野里中学校 vs 笠原中学校
： 波崎第三中学校 vs 東海南中学校
： 日立ＳＣ vs 波崎第三中学校
： 東海南中学校 vs 結城南中学校

期 6 ： ＦＣ古河　ネクスト vs 大子中学校
： 神栖第二中学校 vs 笠原中学校
： フォーウィンズ　ネクスト vs 美野里中学校
： フォーウィンズ　ネクスト vs 東海南中学校
： 日立ＳＣ vs 笠原中学校

7 ： 結城南中学校 vs 美野里中学校
： 波崎第三中学校 vs 大子中学校
： 神栖第二中学校 vs ＦＣ古河　ネクスト
： 大子中学校 vs 日立ＳＣ
： 波崎第三中学校 vs 結城南中学校

8 ： 笠原中学校 vs 東海南中学校
： ＦＣ古河　ネクスト vs フォーウィンズ　ネクスト
： 美野里中学校 vs 神栖第二中学校
： ＦＣ古河　ネクスト vs 日立ＳＣ
： 結城南中学校 vs フォーウィンズ　ネクスト

9 ： 大子中学校 vs 神栖第二中学校
： 笠原中学校 vs 波崎第三中学校
： 東海南中学校 vs 美野里中学校

10月8日 （月）

9月30日 （日）

10月6日 （土）

9月16日 （日）

9月22日 (土）

7月22日 （日）
東海南中学校（→延期）

8月26日 （日）
古河リバーフィールド

7月14日 （土）
笠原中学校（7/1開催）

神栖総合公園（→延期）

7月16日 （月）

美野里中学校

古河サッカー場

5月26日 （土）
東海南中学校

6月3日 （日）

矢田部サッカー場Ｄコート

東海南中学校

5月3日 （木）

玉里運動公園Ａコート（6/9開催）

5月19日 （土）

笠松運動公園すり鉢G

4月21日 （土）

4月29日 （日）

神栖総合公園

笠原中学校

3月18日 （日）

結城南中学校

東海南中学校

3月21日 （水）

東海久慈川河川敷Ｇ

AWAY 試合会場

3月4日 （日）

折笠スポーツ広場

若松陸上競技場
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節 日にち 曜日 kick　off HOME


