
2部Ｂ 平成31年2月26日

11:30 アセノSC vs 多賀中学校
13:30 バルツォ vs 大子中学校

1 3月24日 （日） フォーウィンズネクスト vs ジュノーFC
10:00 東海南中学校 vs 守谷中学校
13:00 結城南中学校 vs 岩井中学校

3月9日 （土） 10:00 アセノSC vs 結城南中学校 結城南中学校
5月3日 （金） 多賀中学校 vs バルツォ

2 3月9日 （土） 10:00 大子中学校 vs フォーウィンズネクスト 大心苑グラウンド
3月31日 （日） ジュノーFC vs 東海南中学校 笠松運動公園
3月24日 （日） 9:30 守谷中学校 vs 岩井中学校 常総運動公園

10:00 守谷中学校 vs アセノSC
13:00 多賀中学校 vs 大子中学校

3 ジュノーFC vs バルツォ
フォーウィンズネクスト vs 結城南中学校

3月17日 （日） 10:00 岩井中学校 vs 東海南中学校 岩井中学校
9:40 アセノSC vs ジュノーFC 吉野サンビレッジ

多賀中学校 vs 東海南中学校
4 岩井中学校 vs フォーウィンズネクスト

大子中学校 vs 守谷中学校
前 バルツォ vs 結城南中学校

バルツォ vs 守谷中学校
東海南中学校 vs アセノSC

5 フォーウィンズネクスト vs 多賀中学校
大子中学校 vs 結城南中学校
ジュノーFC vs 岩井中学校

期 岩井中学校 vs アセノSC
多賀中学校 vs ジュノーFC

6 バルツォ vs フォーウィンズネクスト
大子中学校 vs 東海南中学校
結城南中学校 vs 守谷中学校
ジュノーFC vs 守谷中学校
大子中学校 vs アセノSC

7 結城南中学校 vs 多賀中学校
バルツォ vs 岩井中学校

フォーウィンズネクスト vs 東海南中学校
アセノSC vs バルツォ

東海南中学校 vs 結城南中学校
8 ジュノーFC vs 大子中学校

守谷中学校 vs フォーウィンズネクスト
多賀中学校 vs 岩井中学校
アセノSC vs フォーウィンズネクスト
守谷中学校 vs 多賀中学校

9 東海南中学校 vs バルツォ
岩井中学校 vs 大子中学校
結城南中学校 vs ジュノーFC
多賀中学校 vs アセノSC
大子中学校 vs バルツォ

1 ジュノーFC vs フォーウィンズネクスト
守谷中学校 vs 東海南中学校
岩井中学校 vs 結城南中学校
結城南中学校 vs アセノSC
バルツォ vs 多賀中学校

2 フォーウィンズネクスト vs 大子中学校
東海南中学校 vs ジュノーFC
岩井中学校 vs 守谷中学校
アセノSC vs 守谷中学校
大子中学校 vs 多賀中学校

3 バルツォ vs ジュノーFC
結城南中学校 vs フォーウィンズネクスト
東海南中学校 vs 岩井中学校
ジュノーFC vs アセノSC

東海南中学校 vs 多賀中学校
4 フォーウィンズネクスト vs 岩井中学校

守谷中学校 vs 大子中学校
後 結城南中学校 vs バルツォ

守谷中学校 vs バルツォ
アセノSC vs 東海南中学校

5 多賀中学校 vs フォーウィンズネクスト
結城南中学校 vs 大子中学校
岩井中学校 vs ジュノーFC
アセノSC vs 岩井中学校
ジュノーFC vs 多賀中学校

期 6 フォーウィンズネクスト vs バルツォ
東海南中学校 vs 大子中学校
守谷中学校 vs 結城南中学校
守谷中学校 vs ジュノーFC
アセノSC vs 大子中学校

7 多賀中学校 vs 結城南中学校
岩井中学校 vs バルツォ
東海南中学校 vs フォーウィンズネクスト
バルツォ vs アセノSC
岩井中学校 vs 多賀中学校

8 大子中学校 vs ジュノーFC
フォーウィンズネクスト vs 守谷中学校

結城南中学校 vs 東海南中学校
フォーウィンズネクスト vs アセノSC

多賀中学校 vs 守谷中学校
9 バルツォ vs 東海南中学校

大子中学校 vs 岩井中学校
ジュノーFC vs 結城南中学校

3月3日
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（日）
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常総運動公園3月17日 （日）

AWAY 試合会場
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結城南中学校

3月2日

3月21日 （木）

4月21日 （日）

4月27日 （土）
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