
節 日 曜 カテ HOME AWAY 会場 キックオフ 主管 審判

F１ 福島工業 湯本 11:30 二本松工業

F２ ふたば未来 二本松工業 14:00 福島工業

F１ 帝京安積 学法石川セカンド 11:30 福島工業セカンド

F２ 帝京安積セカンド 福島工業セカンド 14:00 学法石川セカンド

F１ 福島東 尚志サード 11:30 磐城

F２ 磐城 安積 14:00 福島東

F１ 郡山 いわき光洋 11:30 小高産業技術

F２ 小高産業技術 相馬 14:00 郡山

F１ 郡山商業 白河 11:30 磐城桜が丘

F２ 磐城桜が丘 会津工業 14:00 郡山商業

F１ 福島東 白河 13:00 二本松工業

F２ 二本松工業 安積 15:30 白河

F２ ふたば未来 福島工業セカンド 12:45 学法石川セカンド

F１ 福島工業 学法石川セカンド 14:45 ふたば未来

F１ 湯本 尚志サード 10:00 郡山商業

F１ 郡山 郡山商業 12:30 湯本

F１ 帝京安積 いわき光洋 11:00 磐城

F２ 磐城 会津工業 13:30 帝京安積

F２ 小高産業技術 磐城桜が丘 11:00 帝京安積セカンド

F２ 帝京安積セカンド 相馬 13:00 磐城桜が丘

F１ 福島工業 尚志サード 11:00 二本松工業

F２ 二本松工業 会津工業 13:30 福島工業

F１ 帝京安積 郡山商業 11:00 郡山

F１ 福島東 郡山 13:30 郡山商業

F１ 学法石川セカンド いわき光洋 11:00 白河

F１ 湯本 白河 13:30 学法石川セカンド

F２ 福島工業セカンド 相馬 11:00 磐城

F２ 磐城 小高産業技術 13:00 福島工業セカンド

F２ ふたば未来 安積 11:00 磐城桜が丘

F２ 帝京安積セカンド 磐城桜が丘 13:00 安積

F１ 湯本 郡山 11:00 いわき光洋

F１ 福島工業 いわき光洋 13:30 湯本

F１ 帝京安積 福島東 10:30 福島工業セカンド

F２ 安積 会津工業 13:00 帝京安積

F２ 福島工業セカンド 磐城桜が丘 15:00 会津工業

F１ 尚志サード 白河 10:00 学法石川セカンド

F１ 学法石川セカンド 郡山商業 12:30 白河

F２ ふたば未来 相馬 11:00 小高産業技術

F２ 二本松工業 小高産業技術 13:00 ふたば未来

F２ 帝京安積セカンド 磐城 15:00 相馬

熱海FS

いわきGF

相馬光陽E

広野

小高産業技術

いわき光洋

福島東

尚志サード

相馬

鳥見山多目的

福島東

1

2 4/13 土

4/6 土

学法石川セカンド

尚志サード

いわき光洋

小高産業技術

福島工業

帝京安積

湯本

相馬光陽E

尚志高校

十六沼

いわきGF

ふたば未来

十六沼

4/20

4/27

3

4

土

土

JヴィレッジP4

JヴィレッジP5

ふたば未来

帝京安積セカンド

磐城

小高産業技術

磐城桜が丘

JヴィレッジP1

JヴィレッジP2

JヴィレッジP3

尚志高校

新舞子

相馬光陽E

十六沼
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節 日 曜 カテ HOME AWAY 会場 キックオフ 主管 審判

F１ 尚志サード 郡山 10:00 帝京安積

F１ 学法石川セカンド 福島東 12:30 尚志サード

F１ 湯本 帝京安積 15:00 福島東

F２ 福島工業セカンド 磐城 11:00 白河

F１ 福島工業 白河 13:00 磐城

F２ 相馬 磐城桜が丘 10:30 小高産業技術

F２ 安積 小高産業技術 12:30 磐城桜が丘

F１ いわき光洋 郡山商業 14:30 相馬

F２ ふたば未来 会津工業 12:00 帝京安積セカンド

F２ 二本松工業 帝京安積セカンド 14:00 会津工業

F１ いわき光洋 福島東 11:00 湯本

F１ 学法石川セカンド 湯本 13:30 福島東

F１ 福島工業 郡山商業 11:00 会津工業

F２ 会津工業 小高産業技術 13:30 福島工業

F２ 相馬 磐城 11:00 郡山

F１ 白河 郡山 13:00 磐城

F２ ふたば未来 磐城桜が丘 11:00 尚志サード

F１ 尚志サード 帝京安積 13:00 磐城桜が丘

F２ 福島工業セカンド 二本松工業 11:00 帝京安積セカンド

F２ 安積 帝京安積セカンド 13:00 福島工業セカンド

F２ ふたば未来 小高産業技術 10:30 二本松工業

F２ 相馬 二本松工業 12:30 小高産業技術

F２ 会津工業 帝京安積セカンド 14:30 相馬

F１ 尚志サード 学法石川セカンド 10:00 白河

F１ 白河 帝京安積 12:30 学法石川セカンド

F１ いわき光洋 湯本 10:00 安積

F２ 磐城桜が丘 磐城 12:30 いわき光洋

F２ 安積 福島工業セカンド 14:30 磐城

F１ 福島工業 郡山 11:00 福島東

F１ 郡山商業 福島東 13:30 福島工業

F１ 福島工業 福島東 10:30 会津工業

F２ 会津工業 福島工業セカンド 13:00 福島東

F１ 郡山 帝京安積 10:30 郡山商業

F１ 郡山商業 湯本 13:00 帝京安積

F１ いわき光洋 尚志サード 10:00 白河

F１ 白河 学法石川セカンド 12:30 いわき光洋

F２ 相馬 安積 11:00 小高産業技術

F２ 小高産業技術 帝京安積セカンド 13:00 安積

F２ ふたば未来 磐城 10:30 磐城桜が丘

F２ 磐城桜が丘 二本松工業 12:30 ふたば未来

福島工業セカンド

郡山

尚志サード

相馬

ふたば未来

相馬

磐城桜が丘

尚志サード

福島工業

湯本

会津工業

相馬

ふたば未来

二本松工業

5/1 水5

5/5 日

6

7

8

土

5/6 月

新舞子

相馬光陽B

十六沼

相馬光陽D

尚志高校

飯舘

6/15 土

6/8

相馬光陽D

会津総合

熱海FS

尚志高校

相馬光陽

広野

会津総合

相馬光陽B

広野

郡山

磐城

小高産業技術

会津工業

いわきGF

熱海FS

広野



節 日 曜 カテ HOME AWAY 会場 キックオフ 主管 審判

F１ 福島工業 帝京安積 13:00 小高産業技術

F２ 小高産業技術 福島工業セカンド 15:30 帝京安積

F２ ふたば未来 帝京安積セカンド 13:00 学法石川セカンド

F１ 郡山 学法石川セカンド 15:00 帝京安積セカンド

F１ 白河 いわき光洋 11:00 湯本

F１ 福島東 湯本 13:30 いわき光洋

F１ 郡山商業 尚志サード 10:30 安積

F２ 磐城桜が丘 安積 13:00 郡山商業

F２ 磐城 二本松工業 12:00 会津工業

F２ 会津工業 相馬 14:00 二本松工業

F１ 福島工業 湯本 13:00 帝京安積セカンド

F２ 帝京安積セカンド 福島工業セカンド 15:30 湯本

F１ 郡山商業 白河 11:00 郡山

F１ 郡山 いわき光洋 13:30 白河

F１ 福島東 尚志サード 10:00 帝京安積

F１ 帝京安積 学法石川セカンド 12:00 福島東

F２ 小高産業技術 相馬 11:00 二本松工業

F２ ふたば未来 二本松工業 13:00 相馬

F２ 磐城 安積 11:00 会津工業

F２ 磐城桜が丘 会津工業 13:00 安積

F１ 福島工業 学法石川セカンド 11:00 福島東

F１ 福島東 白河 13:30 福島工業

F１ 湯本 尚志サード 11:00 いわき光洋

F１ 帝京安積 いわき光洋 13:30 湯本

F１ 郡山 郡山商業 10:30 安積

F２ 二本松工業 安積 13:00 郡山

F２ 磐城 会津工業 15:00 郡山商業

F２ ふたば未来 福島工業セカンド 10:30 小高産業技術

F２ 帝京安積セカンド 相馬 12:30 福島工業セカンド

F２ 小高産業技術 磐城桜が丘 14:30 ふたば未来

F１ 帝京安積 郡山商業 10:30 尚志サード

F１ 福島工業 尚志サード 13:00 帝京安積

F１ 学法石川セカンド いわき光洋 11:00 湯本

F１ 湯本 白河 13:30 いわき光洋

F１ 福島東 郡山 11:00 磐城桜が丘

F２ 帝京安積セカンド 磐城桜が丘 13:30 郡山

F２ 二本松工業 会津工業 11:00 安積

F２ ふたば未来 安積 13:00 会津工業

F２ 磐城 小高産業技術 11:00 相馬

F２ 福島工業セカンド 相馬 13:00 磐城

郡山

湯本

郡山商業

会津工業

福島工業

9 6/29 土

西部

会津総合

十六沼

鳥見山多目的

GF多目的

10 7/6 土

十六沼 福島工業セカンド

西部 郡山商業

尚志高校 尚志サード

広野 ふたば未来

福島空港公園A 安積

11 7/13 土

十六沼 福島東

いわきGF多目的 いわき光洋

熱海FS 郡山商業

広野 ふたば未来

12 7/15 月

西部 帝京安積

新舞子 いわき光洋

熱海FS 郡山

西部サブ 安積

相馬光陽 小高産業技術



節 日 曜 カテ HOME AWAY 会場 キックオフ 主管 審判

F１ 帝京安積 福島東 10:30 福島工業

F１ 福島工業 いわき光洋 12:00 帝京安積

F１ 学法石川セカンド 郡山商業 15:30 いわき光洋

F１ 尚志サード 白河 10:00 郡山

F１ 湯本 郡山 12:30 尚志サード

F２ ふたば未来 相馬 10:00 安積

F２ 安積 会津工業 12:00 相馬

F２ 帝京安積セカンド 磐城 14:00 会津工業

F２ 二本松工業 小高産業技術 11:00 福島工業セカンド

F２ 福島工業セカンド 磐城桜が丘 13:00 二本松工業

F１ いわき光洋 郡山商業 11:00 湯本

F１ 湯本 帝京安積 13:30 いわき光洋

F１ 福島工業 白河 11:00 磐城

F２ 福島工業セカンド 磐城 13:30 白河

F２ 安積 小高産業技術 13:00 学法石川セカンド

F１ 学法石川セカンド 福島東 15:30 安積

F１ 尚志サード 郡山 10:00 帝京安積セカンド

F２ 二本松工業 帝京安積セカンド 12:30 郡山

F２ 相馬 磐城桜が丘 11:00 ふたば未来

F２ ふたば未来 会津工業 13:00 相馬

F１ 白河 郡山 11:00 郡山商業

F１ 福島工業 郡山商業 13:30 白河

F１ 尚志サード 帝京安積 13:00 いわき光洋

F１ いわき光洋 福島東 15:30 帝京安積

F２ 会津工業 小高産業技術 13:00 学法石川セカンド

F１ 学法石川セカンド 湯本 15:00 会津工業

F２ 相馬 磐城 11:00 磐城桜が丘

F２ ふたば未来 磐城桜が丘 13:00 磐城

F２ 安積 帝京安積セカンド 11:00 福島工業セカンド

F２ 福島工業セカンド 二本松工業 13:00 帝京安積セカンド

F１ 福島工業 郡山 10:30 福島東

F１ 郡山商業 福島東 13:00 福島工業

F１ 尚志サード 学法石川セカンド 10:00 白河

F１ 白河 帝京安積 12:30 学法石川セカンド

F１ いわき光洋 湯本 10:30 磐城桜が丘

F２ 磐城桜が丘 磐城 13:00 湯本

F２ ふたば未来 小高産業技術 11:00 相馬

F２ 相馬 二本松工業 13:00 小高産業技術

F２ 安積 福島工業セカンド 11:00 帝京安積セカンド

F２ 会津工業 帝京安積セカンド 13:00 福島工業セカンド

13 7/20 土

十六沼 福島東

尚志高校 尚志サード

広野 ふたば未来

飯舘 二本松工業

14 8/24 土

いわきGF 湯本

福島空港公園A 白河

鳥見山多目的 学法石川セカンド

尚志高校 尚志サード

相馬光陽 相馬

15 8/31 土

西部 白河

尚志高校 尚志サード

鳥見山多目的 学法石川セカンド

相馬光陽 相馬

熱海FS 帝京安積セカンド

16 9/7 土

十六沼 福島東

尚志高校 尚志サード

新舞子 磐城

相馬光陽 小高産業技術

福島空港公園A 安積



節 日 曜 カテ HOME AWAY 会場 キックオフ 主管 審判

F１ 郡山 帝京安積 10:30 郡山商業

F１ 郡山商業 湯本 13:00 帝京安積

F１ いわき光洋 尚志サード 10:00 学法石川セカンド

F１ 白河 学法石川セカンド 12:30 尚志サード

F１ 福島工業 福島東 13:00 小高産業技術

F２ 小高産業技術 帝京安積セカンド 15:30 福島工業

F２ ふたば未来 磐城 10:30 磐城桜が丘

F２ 磐城桜が丘 二本松工業 12:30 磐城

F２ 会津工業 福島工業セカンド 11:00 安積

F２ 相馬 安積 13:00 福島工業セカンド

F１ 福島工業 帝京安積 11:00 二本松工業

F２ 磐城 二本松工業 13:30 帝京安積

F１ 福島東 湯本 11:00 磐城桜が丘

F２ 磐城桜が丘 安積 13:30 福島東

F１ 郡山 学法石川セカンド 11:00 相馬

F２ 会津工業 相馬 13:30 郡山

F１ 郡山商業 尚志サード 11:00 ふたば未来

F２ ふたば未来 帝京安積セカンド 13:30 郡山商業

F１ 白河 いわき光洋 11:00 小高産業技術

F２ 小高産業技術 福島工業セカンド 13:30 白河

ふたば未来

会津総合 会津工業

18 9/21 土

Jヴィレッジ 磐城

Jヴィレッジ 磐城桜が丘

Jヴィレッジ 相馬

Jヴィレッジ ふたば未来

Jヴィレッジ 小高産業技術

17 9/14 土

西部 郡山

尚志高校 尚志サード

十六沼 福島工業

広野


