
ABブロック 現在

1st 2nd 4th運営 4th
生徒可 生徒可 （成人）

1 3A 3月16日 (土) 12:20 石岡第一 vs 東洋大牛久 水戸ﾂｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ人工芝 水戸葵陵 水戸葵陵 水戸葵陵 明秀日立
1 3A 3月17日 (日) 12:20 明秀日立C vs 鉾田第一 石滝ｻｯｶｰ場 鹿島B 鹿島B 鹿島B 第一学院
1 3A 3月17日 (日) 14:40 第一学院 vs 鹿島B 石滝ｻｯｶｰ場 鉾田第一 鉾田第一 鉾田第一 鉾田第一
1 3A 3月17日 (日) 11:00 境 vs 鹿島学園C 境町ｻｯｶｰ場 下妻第二 下妻第二 下妻第二 日立工業
1 3A 3月17日 (日) 13:30 日立北 vs 波崎 鹿島学園高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 鹿島学園B 鹿島学園B 鹿島学園B 水戸啓明B

1 3B 3月16日 (土) 14:40 竹園 vs 土浦第一 ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 日立第一 日立第一 日立第一 下妻第一
1 3B 3月17日 (日) 13:30 下妻第二 vs 日立工業 境町ｻｯｶｰ場 境 境 境 鹿島学園C

1 3B 3月17日 (日) 10:00 佐和 vs 下館工業 石滝ｻｯｶｰ場 明秀日立C 明秀日立C 明秀日立C 明秀日立C

1 3B 3月16日 (土) 12:20 日立第一 vs 下妻第一 ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 竹園 竹園 竹園 土浦第一
1 3B 延期 延期 常総学院B vs 伊奈
2 3A 3月21日 (木) 14:20 東洋大牛久 vs 第一学院 ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 下妻第二 下妻第二 下妻第二 竹園
2 3A 3月21日 (木) 13:30 鉾田第一 vs 境 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 鹿島 鹿島 鹿島 水戸工業
2 3A 3月21日 (木) 14:40 明秀日立C vs 石岡第一 石滝ｻｯｶｰ場 日立第一 日立第一 日立第一 日立第一
2 3A 3月21日 (木) 11:00 波崎 vs 鹿島B 高松緑地公園多目的 水戸葵陵 水戸葵陵 水戸葵陵 鹿島学園B

2 3A 3月21日 (木) 13:30 鹿島学園C vs 日立北 鹿島学園高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 水戸桜ノ牧 水戸桜ノ牧 水戸桜ノ牧 鹿島学園
2 3B 3月21日 (木) 12:10 土浦第一 vs 佐和 ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 牛久栄進 牛久栄進 牛久栄進 古河第一
2 3B 3月21日 (木) 16:30 下妻第二 vs 竹園 ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 東洋大牛久 東洋大牛久 東洋大牛久 第一学院
2 3B 3月21日 (木) 13:30 伊奈 vs 下館工業 霞ヶ浦大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 霞ヶ浦 霞ヶ浦 霞ヶ浦 常磐大
2 3B 3月21日 (木) 13:30 下妻第一 vs 常総学院B たつのこﾌｨｰﾙﾄﾞ 水戸啓明 水戸啓明 水戸啓明 常総学院
2 3B 3月21日 (木) 12:20 日立工業 vs 日立第一 石滝ｻｯｶｰ場 明秀日立C 明秀日立C 明秀日立C 明秀日立C

3 3A 3月24日 (日) 14:40 境 vs 東洋大牛久 ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 常総学院B 常総学院B 常総学院B 常総学院B

3 3A 3月23日 (土) 14:40 日立北 vs 明秀日立C 石滝ｻｯｶｰ場 伊奈 伊奈 伊奈 伊奈
3 3A 3月23日 (土) 10:00 第一学院 vs 石岡第一 石滝ｻｯｶｰ場 日立工業 日立工業 日立工業 日立工業
3 3A 3月23日 (土) 13:30 鹿島B vs 鹿島学園C 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 水戸商業B 水戸商業B 水戸商業B 鹿島
3 3A 3月23日 (土) 12:40 鉾田第一 vs 波崎 高松緑地公園多目的 明秀日立B 明秀日立B 明秀日立B 明秀日立B

3 3B 3月24日 (日) 13:30 日立第一 vs 土浦第一 石滝ｻｯｶｰ場 明秀日立 明秀日立 明秀日立 鹿島学園
3 3B 3月24日 (日) 14:40 佐和 vs 竹園 水戸ﾂｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ人工芝 鹿島学園B 鹿島学園B 鹿島学園B 鹿島学園B

3 3B 3月24日 (日) 10:00 下館工業 vs 下妻第一 ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 下妻第二 下妻第二 下妻第二 下妻第二
3 3B 3月23日 (土) 12:20 日立工業 vs 伊奈 石滝ｻｯｶｰ場 石岡第一 石岡第一 石岡第一 石岡第一
3 3B 3月24日 (日) 12:20 常総学院B vs 下妻第二 ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 境 境 境 東洋大牛久

4 3A 4月7日 (日) 11:00 東洋大牛久 vs 鹿島B 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 常総学院B 常総学院B 常総学院B 日立工業
4 3A 延期 延期 波崎 vs 明秀日立C
4 3A 4月7日 (日) 11:00 鹿島学園C vs 第一学院 日立市折笠ｽﾎﾟｰﾂ広場 日立北 日立北 日立北 鉾田第一
4 3A 4月6日 (土) 12:20 石岡第一 vs 境 筑波学院大学Ｔﾌｨｰﾙﾄﾞ 竹園 竹園 竹園 日立第一
4 3A 4月7日 (日) 13:30 日立北 vs 鉾田第一 日立市折笠ｽﾎﾟｰﾂ広場 第一学院 第一学院 第一学院 鹿島学園C

4 3B 延期 延期 土浦第一 vs 下館工業 土浦第一G(学校)
4 3B 4月7日 (日) 13:30 伊奈 vs 下妻第二 古河市中央運動公園陸上競技場 古河第一 古河第一 古河第一 水戸HH
4 3B 4月6日 (土) 10:00 竹園 vs 日立第一 筑波学院大学Ｔﾌｨｰﾙﾄﾞ 境 境 境 石岡第一
4 3B 4月7日 (日) 13:30 常総学院B vs 日立工業 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 鹿島B 鹿島B 鹿島B 東洋大牛久

4 3B 4月7日 (日) 13:00 下妻第一 vs 佐和 霞ヶ浦大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 霞ヶ浦 霞ヶ浦 霞ヶ浦 鹿島
5 3A 5月19日 (日) 10:20 明秀日立C vs 鹿島学園C 石滝ｻｯｶｰ場 第一学院 第一学院 第一学院 第一学院
5 3A 5月の連休中 5月の連休中 東洋大牛久 vs 鉾田第一
5 3A 5月19日 (日) 14:40 境 vs 波崎 境町ｻｯｶｰ場 下妻第二 下妻第二 下妻第二 下妻第二
5 3A 5月19日 (日) 12:40 第一学院 vs 日立北 石滝ｻｯｶｰ場 明秀日立C 明秀日立C 明秀日立C 明秀日立C

5 3A 石岡第一 vs 鹿島B 石岡第一G(学校)
5 3B 5月19日 (日) 12:20 下妻第二 vs 下妻第一 境町ｻｯｶｰ場 境 境 境 境
5 3B 土浦第一 vs 日立工業 土浦第一G(学校)
5 3B 5月19日 (日) 15:00 佐和 vs 常総学院B 石滝ｻｯｶｰ場 日立北 日立北 日立北 日立北
5 3B 5月18日 (土) 13:30 日立第一 vs 伊奈 石滝ｻｯｶｰ場 明秀日立 明秀日立 明秀日立 常総学院
5 3B 竹園 vs 下館工業 竹園G(学校)
6 3A 11:00 鹿島B vs 明秀日立C 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 鉾田第一 鉾田第一 鉾田第一 石岡第一
6 3A 6月22日 (土) 13:30 第一学院 vs 波崎 石滝ｻｯｶｰ場 明秀日立 明秀日立 明秀日立 水戸啓明
6 3A 6月22日 (土) 14:40 境 vs 日立北 境町ｻｯｶｰ場 4部_WEST
6 3A 13:30 鉾田第一 vs 石岡第一 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 鹿島B 鹿島B 鹿島B 明秀日立C

6 3A 6月22日 (土) 12:20 鹿島学園C vs 東洋大牛久 鹿島学園高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 4部_EAST
6 3B 6月22日 (土) 12:20 佐和 vs 伊奈 水戸ﾂｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ天然芝 水戸商業B 水戸商業B 水戸商業B 水戸工業
6 3B 6月23日 (日) 15:00 日立工業 vs 竹園 石滝ｻｯｶｰ場 常総学院B 常総学院B 常総学院B 常総学院B

6 3B 6月22日 (土) 10:00 下妻第一 vs 土浦第一 ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 古河第一B 古河第一B 古河第一B 古河第一B

6 3B 6月22日 (土) 14:40 下館工業 vs 下妻第二 ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 水戸葵陵 水戸葵陵 水戸葵陵 水戸葵陵
6 3B 6月23日 (日) 12:40 日立第一 vs 常総学院B 石滝ｻｯｶｰ場 日立工業 日立工業 日立工業 日立工業
7 3A 6月30日 (日) 13:30 波崎 vs 東洋大牛久 鹿島学園高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 鹿島学園B 鹿島学園B 鹿島学園B 明秀日立B

7 3A 6月29日 (土) 14:40 明秀日立C vs 境 境町ｻｯｶｰ場 土浦第一 土浦第一 土浦第一 土浦第一
7 3A 7月14日 (日) 鉾田第一 vs 第一学院 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
7 3A 7月14日 (日) 鹿島B vs 日立北 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
7 3A 6月29日 (土) 13:30 石岡第一 vs 鹿島学園C 霞ヶ浦大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 霞ヶ浦 霞ヶ浦 霞ヶ浦 古河第一B

7 3B 6月29日 (土) 12:20 伊奈 vs 土浦第一 境町ｻｯｶｰ場 境 境 境 境
7 3B 6月30日 (日) 12:20 下妻第二 vs 日立第一 ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 竹園 竹園 竹園 竹園
7 3B 6月29日 (土) 13:30 日立工業 vs 佐和 ひたちなか市ｽﾎﾟｰﾂ広場A 水戸啓明 水戸啓明 水戸啓明 牛久栄進
7 3B 6月30日 (日) 14:40 下館工業 vs 常総学院B ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 日立第一 日立第一 日立第一 日立第一
7 3B 6月30日 (日) 10:00 竹園 vs 下妻第一 ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 下妻第二 下妻第二 下妻第二 下妻第二
8 3A 延期 延期 東洋大牛久 vs 日立北
8 3A 7月6日 (土) 10:00 明秀日立C vs 第一学院 石滝ｻｯｶｰ場
8 3A 7月6日 (土) 12:20 境 vs 鹿島B 境町ｻｯｶｰ場 伊奈 伊奈 伊奈 竹園
8 3A 延期 延期 鉾田第一 vs 鹿島学園C
8 3A 7月6日 (土) 10:00 波崎 vs 石岡第一 高松緑地公園多目的
8 3B 7月6日 (土) 土浦第一 vs 常総学院B 土浦第一G(学校)
8 3B 7月6日 (土) 14:40 下妻第二 vs 佐和 境町ｻｯｶｰ場 鹿島B 鹿島B 鹿島B 鹿島B
8 3B 延期 延期 日立工業 vs 下妻第一
8 3B 7月6日 (土) 10:00 伊奈 vs 竹園 境町ｻｯｶｰ場 境 境 境 境
8 3B 7月6日 (土) 12:20 日立第一 vs 下館工業 石滝ｻｯｶｰ場
9 3A 東洋大牛久 vs 明秀日立C
9 3A 第一学院 vs 境
9 3A 鹿島B vs 鉾田第一
9 3A 鹿島学園C vs 波崎
9 3A 日立北 vs 石岡第一 日立北G(学校)
9 3B 土浦第一 vs 下妻第二 土浦第一G(学校)
9 3B 佐和 vs 日立第一
9 3B 下館工業 vs 日立工業
9 3B 下妻第一 vs 伊奈
9 3B 常総学院B vs 竹園

日にち節

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2019 IFAリーグ3部 2019年4月5日

審　判曜日 HOME AWAY 会　　場kick　off



IFAリーグ3部 現在

1st 2nd 4th 4th
生徒可 生徒可 （成人）

A1_ vs B1_
A2_ vs B3_

9月21日 (土) B2_ vs A3_
A4_ vs B4_

10月5日 (土) A5_ vs B5_
10月6日 (日) A6_ vs B6_

A7_ vs B8_
B7_ vs A8_
A9_ vs B9_
A10_ vs B10_

M2_勝者 vs M3_勝者
10月12日 (土) M2_敗者 vs M3_敗者
10月13日 (日) M7_勝者 vs M8_勝者

M7_敗者 vs M8_敗者
※順位決定戦日程：1回戦_9月21日（土）　　2回戦_10月6日（日）　　予備日_10月13日（日）
※　ＨＯＭＥとＡＷＡＹについて　…　ＨＯＭＥチームは，原則として＂ベンチが左側”・＂ユニホームの優先権あり”
※　審判に関して…代表者会議の司会，試合では本部運営（選手交代など）を2名含めて最低4名。主審が協会派遣の場合はHOMEチームが司会を務める。

2019年4月5日
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