
1部 平成30年12月26日

フォーウィンズ vs 鹿島中
水戸ホーリーホック vs 石岡アセンブル

1 境トリニタス vs 日立SC 境トリニタス
ジュネス vs つくばFC

アイデンティみらい vs トラウム
フォーウィンズ vs アイデンティみらい

鹿島中 vs 水戸ホーリーホック
2 石岡アセンブル vs 境トリニタス 石岡アセンブル

日立SC vs ジュネス
つくばFC vs トラウム
つくばFC vs フォーウィンズ
鹿島中 vs 石岡アセンブル

3 日立SC vs 水戸ホーリーホック
境トリニタス vs アイデンティみらい
トラウム vs ジュネス トラウム

フォーウィンズ vs 日立SC フォーウィンズ
鹿島中 vs ジュネス

4 トラウム vs 境トリニタス
石岡アセンブル vs つくばFC

前 水戸ホーリーホック vs アイデンティみらい
水戸ホーリーホック vs つくばFC

ジュネス vs フォーウィンズ
5 境トリニタス vs 鹿島中

石岡アセンブル vs アイデンティみらい
日立SC vs トラウム 日立SC

期 トラウム vs フォーウィンズ
鹿島中 vs 日立SC

6 水戸ホーリーホック vs 境トリニタス 水戸ホーリーホック
石岡アセンブル vs ジュネス
アイデンティみらい vs つくばFC

日立SC vs つくばFC
石岡アセンブル vs フォーウィンズ

7 アイデンティみらい vs 鹿島中 アイデンティみらい
水戸ホーリーホック vs トラウム

境トリニタス vs ジュネス
フォーウィンズ vs 水戸ホーリーホック
ジュネス vs アイデンティみらい

8 日立SC vs 石岡アセンブル
つくばFC vs 境トリニタス
鹿島中 vs トラウム 鹿島中

フォーウィンズ vs 境トリニタス
つくばFC vs 鹿島中

9 ジュネス vs 水戸ホーリーホック ジュネス
トラウム vs 石岡アセンブル

アイデンティみらい vs 日立SC
鹿島中 vs フォーウィンズ 鹿島中

石岡アセンブル vs 水戸ホーリーホック
1 日立SC vs 境トリニタス

つくばFC vs ジュネス
トラウム vs アイデンティみらい

アイデンティみらい vs フォーウィンズ
水戸ホーリーホック vs 鹿島中

2 境トリニタス vs 石岡アセンブル
ジュネス vs 日立SC
トラウム vs つくばFC トラウム

フォーウィンズ vs つくばFC フォーウィンズ
石岡アセンブル vs 鹿島中

3 水戸ホーリーホック vs 日立SC
アイデンティみらい vs 境トリニタス

ジュネス vs トラウム
日立SC vs フォーウィンズ
ジュネス vs 鹿島中

4 境トリニタス vs トラウム
つくばFC vs 石岡アセンブル

後 アイデンティみらい vs 水戸ホーリーホック アイデンティみらい
つくばFC vs 水戸ホーリーホック つくばFC

フォーウィンズ vs ジュネス
5 鹿島中 vs 境トリニタス

アイデンティみらい vs 石岡アセンブル
トラウム vs 日立SC

フォーウィンズ vs トラウム
日立SC vs 鹿島中

期 6 境トリニタス vs 水戸ホーリーホック 境トリニタス
ジュネス vs 石岡アセンブル
つくばFC vs アイデンティみらい
つくばFC vs 日立SC

フォーウィンズ vs 石岡アセンブル
7 鹿島中 vs アイデンティみらい

トラウム vs 水戸ホーリーホック
ジュネス vs 境トリニタス ジュネス

水戸ホーリーホック vs フォーウィンズ 水戸ホーリーホック
トラウム vs 鹿島中

8 石岡アセンブル vs 日立SC
境トリニタス vs つくばFC

アイデンティみらい vs ジュネス
境トリニタス vs フォーウィンズ
鹿島中 vs つくばFC

9 水戸ホーリーホック vs ジュネス
石岡アセンブル vs トラウム

日立SC vs アイデンティみらい 日立SC

10月14日 （月）

境トリニタス

水戸ホーリーホック

10月6日 （日）

フォーウィンズ

トラウム

10月12日 （土）
石岡アセンブル

アイデンティみらい

9月21日 （土）
鹿島中

トラウム

9月29日 (日）

フォーウィンズ

つくばFC

9月14日 （土）
水戸ホーリーホック

ジュネス

9月16日 （月）

日立SC

境トリニタス

7月13日 （土）
石岡アセンブル

つくばFC

7月15日 （月）

アイデンティみらい

境トリニタス

5月25日 （土）

ジュネス

つくばFC

6月2日 （日）

フォーウィンズ

トラウム

4月27日 （土）

トラウム

石岡アセンブル

5月18日 （土）

日立SC

水戸ホーリーホック

3月21日 （木）
鹿島中

水戸ホーリーホック

4月21日 （日）

ジュネス

石岡アセンブル

3月9日 （土）

鹿島中

日立SC

3月17日 （日）

つくばFC

境トリニタス

AWAY 会場担当チーム

3月3日 （日）

フォーウィンズ

アイデンティみらい

ＩＦＡリーグ　Ｕ－１５

節 日にち 曜日 kick　off HOME


