
IFAリーグ2部 平成31年5月9日 更新

1st 2nd 4th/本部
有資 有資 生徒可

1 2部 4月20日 (土) 14:30 常磐大高 vs 鹿島 水戸ﾂｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ天然芝 県協会 県協会 県協会 常磐大
1 2部 3月10日 (日) 13:30 水戸啓明B vs 水戸葵陵 霞ヶ浦高校大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 水戸商業B 霞ヶ浦 水戸商業B

1 2部 3月9日 (土) 13:30 明秀日立B vs 水戸工業 石滝ｻｯｶｰ場 県協会 県協会 水戸桜ノ牧 明秀日立
1 2部 3月9日 (土) 11:00 鹿島学園B vs 古河第一B 鹿島学園高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 県協会 常総学院 古河第一
1 2部 3月10日 (日) 11:00 水戸商業B vs 霞ヶ浦 霞ヶ浦高校大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 水戸啓明B 水戸葵陵 水戸啓明B

2 2部 3月16日 (土) 14:40 水戸葵陵 vs 明秀日立B 水戸ﾂｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ人工芝 日立第一 日立第一 日立第一 日立第一
2 2部 3月17日 (日) 11:00 水戸工業 vs 霞ヶ浦 ひたちなか市多目的広場 水戸商業 水戸商業 水戸商業 古河第一
2 2部 3月17日 (日) 11:00 鹿島 vs 古河第一B 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 水戸商業B 常磐大 水戸商業B

2 2部 3月17日 (日) 11:00 鹿島学園B vs 水戸啓明B 鹿島学園高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 波崎 波崎 波崎 日立北
2 2部 3月17日 (日) 13:30 水戸商業B vs 常磐大高 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 鹿島 古河第一B 鹿島
3 2部 3月21日 (木) 10:00 水戸商業B vs 明秀日立B 石滝ｻｯｶｰ場 日立工業 日立工業 日立工業 日立工業
3 2部 3月21日 (木) 11:00 霞ヶ浦 vs 常磐大高 霞ヶ浦高校大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 伊奈 伊奈 伊奈 下館工業
3 2部 3月21日 (木) 11:00 水戸工業 vs 鹿島 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 鉾田第一 鉾田第一 鉾田第一 境
3 2部 3月21日 (木) 13:30 水戸啓明B vs 古河第一B 水戸ﾂｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ天然芝 水戸商業 水戸商業 水戸商業 明秀日立
3 2部 3月21日 (木) 13:30 水戸葵陵 vs 鹿島学園B 高松緑地公園多目的 波崎 波崎 波崎 鹿島B
4 2部 3月24日 (日) 12:20 鹿島学園B vs 水戸工業 水戸ﾂｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ人工芝 県協会 水戸葵陵 常磐大 水戸葵陵
4 2部 3月24日 (日) 11:00 霞ヶ浦 vs 水戸啓明B 霞ヶ浦高校大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 県協会 古河第一 水戸啓明
4 2部 3月23日 (土) 10:20 明秀日立B vs 古河第一B 高松緑地公園多目的 鉾田第一 鉾田第一 鉾田第一 鉾田第一
4 2部 3月24日 (日) 10:00 水戸葵陵 vs 常磐大高 水戸ﾂｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ人工芝 県協会 県協会 水戸工業 水戸工業
4 2部 3月23日 (土) 11:00 鹿島 vs 水戸商業B 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 鹿島学園C 鹿島学園C 鹿島学園C 鹿島
5 2部 4月6日 (土) 14:40 水戸工業 vs 古河第一B 水戸ﾂｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ人工芝 県協会 水戸商業B 水戸葵陵 水戸商業B

5 2部 4月20日 (土) 12:00 水戸啓明B vs 明秀日立B 水戸ﾂｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ天然芝 県協会 県協会 県協会
5 2部 4月7日 (日) 15:15 鹿島 vs 霞ヶ浦 霞ヶ浦高校大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 下妻第一 下妻第一 下妻第一 佐和
5 2部 4月6日 (土) 12:20 水戸商業B vs 水戸葵陵 水戸ﾂｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ人工芝 県協会 水戸工業 古河第一B 水戸工業
5 2部 4月7日 (日) 13:30 常磐大高 vs 鹿島学園B 鹿島学園高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 水戸啓明 水戸啓明 水戸啓明 鹿島学園
6 2部 4月14日 (日) 13:30 常磐大高 vs 明秀日立B 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 鹿島 水戸啓明B 鹿島
6 2部 4月13日 (土) 12:30 水戸工業 vs 水戸葵陵 水戸ﾂｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ天然芝 水戸啓明 水戸啓明 水戸啓明 水戸商業
6 2部 4月14日 (日) 11:00 鹿島 vs 水戸啓明B 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 常磐大 明秀日立B 常磐大
6 2部 4月14日 (日) 13:30 古河第一B vs 水戸商業B 古河市中央運動公園陸上競技場 県協会 県協会 明秀日立 古河第一
6 2部 4月14日 (日) 11:00 霞ヶ浦 vs 鹿島学園B 霞ヶ浦高校大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 常総学院 常総学院 常総学院 牛久栄進
7 2部 5月19日 (日) 11:00 鹿島 vs 明秀日立B 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 県協会 県協会 鹿島
7 2部 5月19日 (日) 11:00 水戸葵陵 vs 霞ヶ浦 霞ヶ浦高校大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 常磐大 古河第一B 常磐大
7 2部 5月19日 (日) 11:00 水戸商業B vs 鹿島学園B 鹿島学園高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 水戸啓明B 水戸工業 水戸啓明B

7 2部 5月19日 (日) 13:30 常磐大高 vs 古河第一B 霞ヶ浦高校大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 水戸葵陵 霞ヶ浦 水戸葵陵
7 2部 5月19日 (日) 13:30 水戸啓明B vs 水戸工業 鹿島学園高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 水戸商業B 鹿島学園B 水戸商業B

8 2部 6月23日 (日) 10:00 鹿島学園B vs 鹿島 鹿島学園高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 水戸啓明B 常磐大 水戸啓明B

8 2部 6月23日 (日) 11:00 明秀日立B vs 霞ヶ浦 石滝ｻｯｶｰ場 日立第一 日立第一 日立第一 日立第一
8 2部 6月22日 (土) 10:00 水戸商業B vs 水戸工業 水戸ﾂｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ天然芝 佐和 佐和 佐和 伊奈
8 2部 6月22日 (土) 12:20 古河第一B vs 水戸葵陵 ｾｷｼｮｳﾁｬﾚﾝｼﾞｽﾀｼﾞｱﾑ 下妻第一 下妻第一 下妻第一 土浦第一
8 2部 6月23日 (日) 12:20 水戸啓明B vs 常磐大高 鹿島学園高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 鹿島学園B 鹿島 鹿島学園B

9 2部 6月30日 (日) 11:00 鹿島学園B vs 明秀日立B 鹿島学園高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 波崎 波崎 波崎 東洋大牛久

9 2部 6月30日 (日) 12:30 水戸工業 vs 常磐大高 水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸﾋﾟｯﾁ 水戸HH 水戸HH 水戸HH 明秀日立
9 2部 6月29日 (土) 14:40 水戸葵陵 vs 鹿島 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 県協会 県協会 鹿島
9 2部 6月29日 (土) 13:30 水戸商業B vs 水戸啓明B ひたちなか市ｽﾎﾟｰﾂ広場B 水戸桜ノ牧 水戸桜ノ牧 水戸桜ノ牧 鹿島ｱﾝﾄﾗB

9 2部 6月29日 (土) 11:00 霞ヶ浦 vs 古河第一B 霞ヶ浦高校大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 鹿島学園C 鹿島学園C 鹿島学園C 石岡第一
10 2部 7月13日 (土) 10:00 水戸啓明B vs 鹿島 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 鹿島学園B 霞ヶ浦 鹿島学園B

10 2部 7月14日 (日) 12:20 水戸葵陵 vs 水戸工業 石滝ｻｯｶｰ場 県協会 明秀日立B 常磐大 明秀日立B

10 2部 7月13日 (土) 12:20 水戸商業B vs 古河第一B 鹿嶋市北海浜多目的球技場 鹿島ｱﾝﾄﾗB 鹿島ｱﾝﾄﾗB 鹿島ｱﾝﾄﾗB 水戸商業
10 2部 7月14日 (日) 10:00 明秀日立B vs 常磐大高 石滝ｻｯｶｰ場 県協会 水戸葵陵 水戸工業 水戸葵陵
10 2部 7月13日 (土) 12:20 鹿島学園B vs 霞ヶ浦 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 水戸啓明B 鹿島 鹿島
11 2部 8月25日 (日) 16:00 水戸工業 vs 明秀日立B 水戸ﾂｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ天然芝 水戸商業 水戸商業 水戸商業 水戸啓明
11 2部 8月24日 (土) 16:00 鹿島 vs 常磐大高 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 県協会 県協会 鹿島
11 2部 8月24日 (土) 16:00 霞ヶ浦 vs 水戸商業B 霞ヶ浦高校大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 牛久栄進 牛久栄進 牛久栄進 常総学院
11 2部 8月25日 (日) 16:00 水戸葵陵 vs 水戸啓明B 水戸ﾂｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ人工芝 水戸桜ノ牧 水戸桜ノ牧 水戸桜ノ牧 水戸HH
11 2部 8月25日 (日) 16:00 古河第一B vs 鹿島学園B 古河市中央運動公園陸上競技場 県協会 県協会 県協会 古河第一B

12 2部 8月31日 (土) 18:15 常磐大高 vs 霞ヶ浦 霞ヶ浦高校大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 古河第一B 水戸啓明B 古河第一B

12 2部 8月31日 (土) 16:00 鹿島 vs 水戸工業 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 県協会 県協会 鹿島
12 2部 9月1日 (日) 16:00 鹿島学園B vs 水戸葵陵 鹿島学園高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 県協会 県協会 鹿島学園B

12 2部 8月31日 (土) 10:00 明秀日立B vs 水戸商業B 石滝ｻｯｶｰ場 県協会 県協会 県協会 明秀日立B

12 2部 8月31日 (土) 16:00 古河第一B vs 水戸啓明B 霞ヶ浦高校大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 常磐大 霞ヶ浦 霞ヶ浦
13 2部 常磐大高 vs 水戸商業B
13 2部 霞ヶ浦 vs 水戸工業 霞ヶ浦高校大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
13 2部 古河第一B vs 鹿島
13 2部 明秀日立B vs 水戸葵陵 石滝ｻｯｶｰ場
13 2部 水戸啓明B vs 鹿島学園B
14 2部 9月15日 (日) 明秀日立B vs 水戸啓明B 石滝ｻｯｶｰ場
14 2部 古河第一B vs 水戸工業
14 2部 水戸葵陵 vs 水戸商業B
14 2部 霞ヶ浦 vs 鹿島 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
14 2部 鹿島学園B vs 常磐大高 鹿島学園高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
15 2部 9月21日 (土) 古河第一B vs 明秀日立B
15 2部 9月21日 (土) 水戸啓明B vs 霞ヶ浦
15 2部 9月21日 (土) 常磐大高 vs 水戸葵陵
15 2部 9月21日 (土) 水戸商業B vs 鹿島
15 2部 9月21日 (土) 水戸工業 vs 鹿島学園B
16 2部 10月6日 (日) 11:00 明秀日立B vs 鹿島 石滝ｻｯｶｰ場 水戸桜ノ牧 水戸桜ノ牧 水戸桜ノ牧 水戸啓明
16 2部 延期 延期 水戸工業 vs 水戸啓明B
16 2部 10月5日 (土) 13:30 古河第一B vs 常磐大高 古河市中央運動公園陸上競技場 鹿島ｱﾝﾄﾗB 鹿島ｱﾝﾄﾗB 鹿島ｱﾝﾄﾗB 古河第一
16 2部 10月6日 (日) 11:00 霞ヶ浦 vs 水戸葵陵 霞ヶ浦高校大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 常総学院 常総学院 常総学院 明秀日立
16 2部 10月5日 (土) 13:30 鹿島学園B vs 水戸商業B 鹿島学園高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 牛久栄進 牛久栄進 牛久栄進 鹿島学園
17 2部 11月23日 (土) 11:00 鹿島 vs 鹿島学園B 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 水戸商業 水戸商業 水戸商業 常総学院
17 2部 11月23日 (土) 13:30 常磐大高 vs 水戸啓明B 石滝ｻｯｶｰ場 明秀日立 明秀日立 明秀日立 水戸HH
17 2部 11月23日 (土) 11:00 霞ヶ浦 vs 明秀日立B 霞ヶ浦高校大室ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 牛久栄進 牛久栄進 牛久栄進 水戸啓明
17 2部 11月23日 (土) 13:30 水戸葵陵 vs 古河第一B
17 2部 延期 延期 水戸工業 vs 水戸商業B
18 2部 11月30日 (土) 15:00 常磐大高 vs 水戸工業 水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸﾋﾟｯﾁ 水戸啓明 水戸啓明 水戸啓明 水戸HH
18 2部 12月1日 (日) 13:30 古河第一B vs 霞ヶ浦 古河市中央運動公園陸上競技場 県協会 県協会 水戸商業 古河第一
18 2部 12月1日 (日) 11:00 鹿島 vs 水戸葵陵 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 水戸啓明B 水戸商業B 水戸啓明B

18 2部 12月1日 (日) 13:30 明秀日立B vs 鹿島学園B 石滝ｻｯｶｰ場 県協会 県協会 鹿島ｱﾝﾄﾗB 明秀日立
18 2部 12月1日 (日) 13:30 水戸啓明B vs 水戸商業B 鹿島高校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 県協会 鹿島 水戸葵陵 鹿島
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