
IFAリーグ4部セントラル AB 更新

1st.2nd 4th 4th
生徒可 生徒可 （成人）

1 4A 4月29日 (月) 10:00 笠間 vs 水戸桜ノ牧B 水戸桜ノ牧G 水城 水城 水城 桜ノ牧C
1 4A 4月29日 (月) 9:10 茨城 vs ときわFC ツインフィールド人工芝 水戸工C 水戸工C 水戸工C 常磐B
1 4A 4月29日 (月) 10:00 佐和C vs 勝田工業 佐和G 葵陵B 葵陵B 葵陵B 合同
1 4A 4月29日 (月) 12:00 水戸葵陵B vs 合同 佐和G 佐和C 佐和C 佐和C 勝田工
1 4B 4月29日 (月) 15:10 緑岡 vs 水戸HHB ツインフィールド人工芝 水戸工B 水戸工B 水戸工B 勝田
1 4B 4月29日 (月) 11:10 水戸工業C vs 常磐大高B ツインフィールド人工芝 茨城 茨城 茨城 ときわFC
1 4B 4月29日 (月) 10:00 水戸桜ノ牧D vs 那珂 那珂G 常磐C 常磐C 常磐C 佐和B
1 4B 4月29日 (月) 11:10 水戸一 vs 水戸葵陵C ツインフィールド天然芝 啓明C 啓明C 啓明C 葵陵D
2 4A 5月1日 (水) 10:00 佐和C vs 水戸葵陵B 佐和G 桜ノ牧C 桜ノ牧C 桜ノ牧C 葵陵D
2 4A 7月14日 (日) 10:00 ときわFC vs 笠間 常磐大小吹G 桜ノ牧D 桜ノ牧D 桜ノ牧D 水戸一
2 4A 7月14日 (日) 12:00 勝田工業 vs 茨城 水戸啓明G 常磐C 常磐C 常磐C 啓明C
2 4A 7月6日 (土) 13:00 水戸桜ノ牧B vs 合同 水戸桜ノ牧G 常磐B 常磐B 常磐B 緑岡
2 4B 7月14日 (日) 12:00 水戸桜ノ牧D vs 水戸一 常磐大小吹G 勝田 勝田 勝田 水城
2 4B 7月6日 (土) 11:00 常磐大高B vs 緑岡 水戸桜ノ牧G 桜ノ牧B 桜ノ牧B 桜ノ牧B 合同
2 4B 7月13日 (土) 10:00 那珂 vs 水戸工業C 水戸工業G 佐和B 佐和B 佐和B 水戸工B
2 4B 9月8日 (日) 10:00 水戸HHB vs 水戸葵陵C 水戸葵陵G 合同 合同 合同 勝田工
3 4A 5月5日 (日) 10:00 茨城 vs 水戸葵陵B 水戸葵陵G 常磐B 常磐B 常磐B 葵陵C
3 4A 5月5日 (日) 10:00 水戸桜ノ牧B vs 佐和C 水戸桜ノ牧G 葵陵D 葵陵D 葵陵D 勝田
3 4A 5月5日 (日) 12:00 勝田工業 vs 笠間 水戸工業G 水戸工B 水戸工B 水戸工B 啓明C
3 4A 5月5日 (日) 10:00 合同 vs ときわFC 常磐大小吹G 桜ノ牧C 桜ノ牧C 桜ノ牧C 常磐C
3 4B 5月5日 (日) 14:00 水戸工業C vs 水戸一 水戸工業G 笠間 笠間 笠間 水戸工B
3 4B 6月16日 (日) 10:00 水戸HHB vs 水戸桜ノ牧D 水戸桜ノ牧G 佐和C 佐和C 佐和C 茨城
3 4B 5月5日 (日) 12:00 那珂 vs 緑岡 佐和G 佐和B 佐和B 佐和B 水城
3 4B 5月5日 (日) 12:00 水戸葵陵C vs 常磐大高B 水戸葵陵G 茨城 茨城 茨城 葵陵B
4 4A 9月7日 (土) 12:00 水戸葵陵B vs 笠間 水戸工業G 水戸工B 水戸工B 水戸工B 桜ノ牧C
4 4A 5月19日 (日) 10:00 茨城 vs 水戸桜ノ牧B 水戸桜ノ牧G 常磐B 常磐B 常磐B 桜ノ牧D
4 4A 5月19日 (日) 12:00 ときわFC vs 佐和C 佐和G 葵陵D 葵陵D 葵陵D 佐和B
4 4A 9月8日 (日) 12:00 合同 vs 勝田工業 水戸葵陵G HHB HHB HHB 葵陵C
4 4B 5月19日 (日) 12:00 水戸一 vs 緑岡 水戸啓明G 啓明C 啓明C 啓明C 水城
4 4B 6月29日 (土) 10:00 水戸工業C vs 水戸HHB 水戸工業G 葵陵C 葵陵C 葵陵C 緑岡
4 4B 5月19日 (日) 12:00 常磐大高B vs 水戸桜ノ牧D 水戸桜ノ牧G 茨城 茨城 茨城 桜ノ牧B
4 4B 5月19日 (日) 12:00 水戸葵陵C vs 那珂 常磐大小吹G 勝田 勝田 勝田 常磐C
5 4A 6月9日 (日) 12:00 勝田工業 vs 水戸葵陵B 那珂G 那珂 那珂 那珂 水戸一
5 4A 6月9日 (日) 12:00 水戸桜ノ牧B vs ときわFC 常磐大小吹G HHB HHB HHB 常磐B
5 4A 6月16日 (日) 12:00 佐和C vs 茨城 水戸桜ノ牧G HHB HHB HHB 桜ノ牧D
5 4A 6月9日 (日) 12:00 合同 vs 笠間 水戸桜ノ牧G 桜ノ牧C 桜ノ牧C 桜ノ牧C 勝田
5 4B 6月9日 (日) 10:00 那珂 vs 水戸一 那珂G 勝田工 勝田工 勝田工 葵陵B
5 4B 6月9日 (日) 10:00 水戸HHB vs 常磐大高B 常磐大小吹G 桜ノ牧B 桜ノ牧B 桜ノ牧B ときわFC
5 4B 6月9日 (日) 10:00 水戸桜ノ牧D vs 水戸工業C 水戸工業G 常磐C 常磐C 常磐C 水戸工B
5 4B 6月29日 (土) 12:00 水戸葵陵C vs 緑岡 水戸工業G 水戸工C 水戸工C 水戸工C HHB
6 4A 6月23日 (日) 14:00 水戸葵陵B vs ときわFC 常磐大小吹G 水戸工B 水戸工B 水戸工B 葵陵D
6 4A 6月23日 (日) 10:00 水戸桜ノ牧B vs 勝田工業 水戸桜ノ牧G HHB HHB HHB 那珂
6 4A 6月23日 (日) 14:00 笠間 vs 佐和C 佐和G 葵陵C 葵陵C 葵陵C 佐和B
6 4A 6月23日 (日) 12:00 茨城 vs 合同 水戸啓明G 啓明C 啓明C 啓明C 勝田
6 4B 9月8日 (日) 10:00 水戸一 vs 常磐大高B 常磐大小吹G 緑岡 緑岡 緑岡 桜ノ牧D
6 4B 6月23日 (日) 12:00 水戸HHB vs 那珂 水戸桜ノ牧G 桜ノ牧B 桜ノ牧B 桜ノ牧B 勝田工
6 4B 9月8日 (日) 12:00 緑岡 vs 水戸桜ノ牧D 常磐大小吹G 水戸一 水戸一 水戸一 常磐B
6 4B 6月23日 (日) 12:00 水戸工業C vs 水戸葵陵C 佐和G 桜ノ牧C 桜ノ牧C 桜ノ牧C 笠間
7 4A ９／１５or１４ ９／１５or１４ 10:00 水戸葵陵B vs 水戸桜ノ牧B 水戸桜ノ牧G 啓明C 啓明C 啓明C 桜ノ牧C
7 4A 9月15日 (日) 10:00 ときわFC vs 勝田工業 常磐大小吹G 水戸一 水戸一 水戸一 HHB
7 4A ９／１５or１４ ９／１５or１４ 12:00 笠間 vs 茨城 佐和G 勝田 勝田 勝田 佐和B
7 4A 9月15日 (日) 12:00 佐和C vs 合同 那珂G 常磐B 常磐B 常磐B 那珂
7 4B 9月15日 (日) 12:00 水戸一 vs 水戸HHB 常磐大小吹G ときわFC ときわFC ときわFC 勝田工
7 4B 9月15日 (日) 10:00 常磐大高B vs 那珂 那珂G 佐和C 佐和C 佐和C 合同
7 4B ９／１５or１４ ９／１５or１４ 10:00 緑岡 vs 水戸工業C 水戸工業G 水城 水城 水城 水戸工B
7 4B ９／１５or１４ ９／１５or１４ 10:00 水戸桜ノ牧D vs 水戸葵陵C 水戸葵陵G 常磐C 常磐C 常磐C 葵陵D

※4部決勝TM日程：1回戦_11月2日（土）・11月4日（月），2回戦_11月9日（土）・11月13日（水）　予備日_11月23日（土）
※　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。4th担当（試合観察・ﾍﾞﾝﾁｺﾝﾄﾛｰﾙ）は，成人での実施。

審判

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2019 平成31年5月7日
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15日のみ

15日のみ



IFAリーグ4部セントラル C 更新

1st.2nd 4th 4th
生徒可 生徒可 （成人）

1 4C 4月29日 (月) 12:00 水城 vs 水戸桜ノ牧C 水戸桜ノ牧G 笠間 笠間 笠間 桜ノ牧B
1 4C 4月29日 (月) 13:10 水戸工業B vs 勝田 ツインフィールド人工芝 緑岡 緑岡 緑岡 HHB
1 4C 4月29日 (月) 12:00 常磐大高C vs 佐和B 那珂G 桜ノ牧D 桜ノ牧D 桜ノ牧D 那珂
1 4C 4月29日 (月) 9:10 水戸啓明C vs 水戸葵陵D ツインフィールド天然芝 水戸一 水戸一 水戸一 葵陵C
1 4B B5 vs B2
1 4B B6 vs B3
1 4B B7 vs B4
1 4B B1 vs B8
2 4C 7月14日 (日) 10:00 常磐大高C vs 水戸啓明C 水戸啓明G 勝田工 勝田工 勝田工 茨城
2 4C 7月14日 (日) 14:00 勝田 vs 水城 常磐大小吹G 笠間 笠間 笠間 ときわFC
2 4C 7月13日 (土) 12:00 佐和B vs 水戸工業B 水戸工業G 那珂 那珂 那珂 水戸工C
2 4C 5月1日 (水) 12:00 水戸桜ノ牧C vs 水戸葵陵D 佐和G 佐和C 佐和C 佐和C 葵陵B
2 4B B7 vs B1
2 4B B3 vs B5
2 4B B4 vs B6
2 4B B2 vs B8
3 4C 5月5日 (日) 10:00 水戸工業B vs 水戸啓明C 水戸工業G 勝田工 勝田工 勝田工 水戸工C
3 4C 5月5日 (日) 12:00 水戸桜ノ牧C vs 常磐大高C 常磐大小吹G 合同 合同 合同 ときわFC
3 4C 5月5日 (日) 10:00 佐和B vs 水城 佐和G 那珂 那珂 那珂 緑岡
3 4C 5月5日 (日) 12:00 水戸葵陵D vs 勝田 水戸桜ノ牧G 桜ノ牧B 桜ノ牧B 桜ノ牧B 佐和C
3 4B B6 vs B1
3 4B B2 vs B7
3 4B B4 vs B5
3 4B B8 vs B3
4 4C 5月19日 (日) 10:00 水戸啓明C vs 水城 水戸啓明G 水戸一 水戸一 水戸一 緑岡
4 4C 9月7日 (土) 10:00 水戸工業B vs 水戸桜ノ牧C 水戸工業G 葵陵B 葵陵B 葵陵B 笠間
4 4C 5月19日 (日) 10:00 勝田 vs 常磐大高C 常磐大小吹G 葵陵C 葵陵C 葵陵C 那珂
4 4C 5月19日 (日) 10:00 水戸葵陵D vs 佐和B 佐和G ときわFC ときわFC ときわFC 佐和C
4 4B B1 vs B5
4 4B B6 vs B2
4 4B B3 vs B7
4 4B B8 vs B4
5 4C 6月9日 (日) 10:00 佐和B vs 水戸啓明C 佐和G 葵陵D 葵陵D 葵陵D 水城
5 4C 6月9日 (日) 10:00 水戸桜ノ牧C vs 勝田 水戸桜ノ牧G 合同 合同 合同 笠間
5 4C 6月9日 (日) 12:00 常磐大高C vs 水戸工業B 水戸工業G 桜ノ牧D 桜ノ牧D 桜ノ牧D 水戸工C
5 4C 6月9日 (日) 12:00 水戸葵陵D vs 水城 佐和G 佐和B 佐和B 佐和B 啓明C
5 4B B4 vs B1
5 4B B2 vs B3
5 4B B7 vs B6
5 4B B8 vs B5
6 4C 6月23日 (日) 10:00 水戸啓明C vs 勝田 水戸啓明G 茨城 茨城 茨城 合同
6 4C 6月23日 (日) 10:00 水戸桜ノ牧C vs 佐和B 佐和G 水戸工C 水戸工C 水戸工C 佐和C
6 4C 6月23日 (日) 10:00 水城 vs 常磐大高C 常磐大小吹G 葵陵B 葵陵B 葵陵B ときわFC
6 4C 6月23日 (日) 12:00 水戸工業B vs 水戸葵陵D 常磐大小吹G 水城 水城 水城 常磐C
6 4B B1 vs B3
6 4B B2 vs B4
6 4B B5 vs B7
6 4B B6 vs B8
7 4C ９／１５or１４ ９／１５or１４ 12:00 水戸啓明C vs 水戸桜ノ牧C 水戸桜ノ牧G 葵陵B 葵陵B 葵陵B 桜ノ牧B
7 4C ９／１５or１４ ９／１５or１４ 10:00 勝田 vs 佐和B 佐和G 笠間 笠間 笠間 茨城
7 4C ９／１５or１４ ９／１５or１４ 12:00 水城 vs 水戸工業B 水戸工業G 緑岡 緑岡 緑岡 水戸工C
7 4C ９／１５or１４ ９／１５or１４ 12:00 常磐大高C vs 水戸葵陵D 水戸葵陵G 桜ノ牧D 桜ノ牧D 桜ノ牧D 葵陵C
7 4B B1 vs B2
7 4B B3 vs B4
7 4B B5 vs B6
7 4B B7 vs B8

※4部決勝TM日程：1回戦_11月2日（土）・11月4日（月），2回戦_11月9日（土）・11月13日（水）　予備日_11月23日（土）
※　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。4th担当（試合観察・ﾍﾞﾝﾁｺﾝﾄﾛｰﾙ）は，成人での実施。
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