
ABブロック 現在

1st 2nd 4th運営 4th
生徒可 生徒可 （成人）

1 4A vs 総和工業
1 4A 7月6日 (土) 10:00 鬼怒商 vs 水海道一 鬼怒商 岩瀬 岩瀬 岩瀬 古河一C
1 4A 7月21日 (日) 12:00 下館二 vs 守谷 岩瀬 岩瀬 岩瀬 岩瀬 古河三
1 4A 4月29日 (月) 10:00 八千代 vs 境B 八千代 下館一 下館一 下館一 古河中等
1 4A 9月8日 (日) 10:00 竹園B vs 古河二 竹園 古河三 古河三 古河三 つくば秀英

1 4B vs 岩瀬日大
1 4B 4月29日 (月) 12:00 下館一 vs 古河中等 八千代 八千代 八千代 八千代 境B
1 4B 9月8日 (日) 12:00 古河三 vs つくば秀英 竹園 古河二 古河二 古河二 竹園
1 4B 7月6日 (土) 12:00 古河一C vs 岩瀬 鬼怒商 鬼怒商 鬼怒商 鬼怒商 水海道一
1 4B vs 境C
2 4A 5月1日 (水) 10:00 総和工業 vs 下館二 総和工業 古河一C 古河一C 古河一C 古河中等
2 4A 7月21日 (日) 10:00 水海道一 vs 八千代 きぬサブグランド 岩瀬日大 岩瀬日大 岩瀬日大 古河中等
2 4A 鬼怒商 vs
2 4A 5月1日 (水) 10:00 古河二 vs 守谷 境 境C 境C 境C つくば秀英

2 4A 5月1日 (水) 10:00 境B vs 竹園B 竹園 古河三 古河三 古河三 岩瀬日大
2 4B 5月1日 (水) 12:00 岩瀬日大 vs 古河三 竹園 境B 境B 境B 竹園B
2 4B 下館一 vs
2 4B 5月1日 (水) 12:00 境C vs つくば秀英 境 守谷 守谷 守谷 古河二
2 4B 岩瀬 vs
2 4B 5月1日 (水) 12:00 古河中等 vs 古河一C 総和工業 総和工業 総和工業 総和工業 下館二
3 4A 5月5日 (日) 10:00 八千代 vs 総和工業 総和工業 古河中等 古河中等 古河中等 境C
3 4A 5月5日 (日) 10:00 竹園B vs 鬼怒商 鬼怒商 古河一C 古河一C 古河一C 岩瀬日大
3 4A 下館二 vs
3 4A 5月5日 (日) 10:00 守谷 vs 境B 守谷 岩瀬 岩瀬 岩瀬 水海道一
3 4A 5月5日 (日) 14:00 水海道一 vs 古河二 守谷 つくば秀英 つくば秀英 つくば秀英 守谷
3 4B 5月5日 (日) 12:00 古河一C vs 岩瀬日大 鬼怒商 鬼怒商 鬼怒商 鬼怒商 竹園B
3 4B 古河三 vs
3 4B 5月5日 (日) 12:00 つくば秀英 vs 岩瀬 守谷 境B 境B 境B 古河二
3 4B 5月5日 (日) 12:00 古河中等 vs 境C 総和工業 総和工業 総和工業 総和工業 八千代
3 4B vs 下館一
4 4A 5月19日 (日) 10:00 総和工業 vs 守谷 境町サッカー場（３部と） 下妻一 下妻一 下妻一 下妻一
4 4A 5月19日 (日) 10:00 古河二 vs 鬼怒商 鬼怒商 境C 境C 境C 下館二
4 4A 5月19日 (日) 14:00 境B vs 下館二 鬼怒商 下館一 下館一 下館一 鬼怒商
4 4A vs 八千代
4 4A 5月19日 (日) 10:00 竹園B vs 水海道一 竹園（３部と） 下館工業 下館工業 下館工業 竹園
4 4B 4月29日 (月) 12:00 岩瀬日大 vs つくば秀英 下館二 下館二 下館二 下館二 竹園B
4 4B 5月19日 (日) 12:00 境C vs 下館一 鬼怒商 古河二 古河二 古河二 境B
4 4B vs 古河一C
4 4B vs 古河中等
4 4B 7月21日 (日) 10:00 岩瀬 vs 古河三 岩瀬 下館二 下館二 下館二 守谷
5 4A 6月9日 (日) 10:00 鬼怒商 vs 境B 鬼怒商 岩瀬 岩瀬 岩瀬 下館一
5 4A 6月9日 (日) 14:00 総和工業 vs 水海道一 総和工業 境C 境C 境C 古河二
5 4A 6月9日 (日) 10:00 八千代 vs 古河二 総和工業 古河一C 古河一C 古河一C 総和工業
5 4A 4月29日 (月) 10:00 下館二 vs 竹園B 下館二 岩瀬日大 岩瀬日大 岩瀬日大 つくば秀英

5 4A vs 守谷
5 4B 6月9日 (日) 12:00 下館一 vs 岩瀬 鬼怒商 鬼怒商 鬼怒商 鬼怒商 境B
5 4B 7月21日 (日) 12:00 岩瀬日大 vs 古河中等 きぬサブグランド 水海道一 水海道一 水海道一 八千代
5 4B 古河三 vs
5 4B 6月9日 (日) 12:00 古河一C vs 境C 総和工業 八千代 八千代 八千代 水海道一
5 4B vs つくば秀英
6 4A 6月22日 (土) 11:00 守谷 vs 鬼怒商 境町サッカー場（３部と） 境A 境A 境A 境A
6 4A 6月23日 (日) 12:00 下館二 vs 古河二 古河三 古河三 古河三 古河三 境C
6 4A 6月23日 (日) 14:00 八千代 vs 竹園B 八千代 守谷 守谷 守谷 下館一
6 4A 水海道一 vs
6 4A 6月22日 (土) 13:30 境B vs 総和工業 古河市中央運動公園（１部と） 古河一 古河一 古河一 古河一
6 4B 6月23日 (日) 10:00 古河三 vs 境C 古河三 古河二 古河二 古河二 下館二
6 4B 古河中等 vs B10
6 4B 8月4日 (日) 10:00 岩瀬 vs 岩瀬日大 岩瀬 鬼怒商 鬼怒商 鬼怒商 八千代
6 4B 6月23日 (日) 12:00 つくば秀英 vs 下館一 八千代 八千代 八千代 八千代 竹損B
6 4B 古河一C vs
7 4A 6月29日 (土) 10:00 古河二 vs 総和工業 境町サッカー場（３部と） 守谷 守谷 守谷 竹園B
7 4A 8月4日 (日) 12:00 鬼怒商 vs 八千代 岩瀬 岩瀬 岩瀬 岩瀬 岩瀬日大
7 4A 7月14日 (日) 10:00 水海道一 vs 下館二 下館二 下館一 下館一 下館一 八千代
7 4A 6月29日 (土) 12:20 守谷 vs 竹園B 境町サッカー場（３部と） 境A 境A 境A 境A
7 4A vs 境B
7 4B 6月30日 (日) 12:00 境C vs 岩瀬日大 古河中等 古河中等 古河中等 古河中等 古河三
7 4B 6月30日 (日) 12:00 下館一 vs 古河一C きぬサブグランド 水海道一 水海道一 水海道一 境B
7 4B 6月30日 (日) 10:00 古河中等 vs 古河三 古河中等 境C 境C 境C 岩瀬日大
7 4B つくば秀英 vs
7 4B vs 岩瀬
8 4A 7月14日 (日) 12:00 総和工業 vs 竹園B 古河中等 古河中等 古河中等 古河中等 岩瀬
8 4A 5月3日 (金) 10:00 鬼怒商 vs 下館二 下館二 古河三 古河三 古河三 下館一
8 4A 7月14日 (日) 14:00 八千代 vs 守谷 下館二 岩瀬日大 岩瀬日大 岩瀬日大 下館二
8 4A 6月30日 (日) 10:00 水海道一 vs 境B きぬサブグランド 下館一 下館一 下館一 古河一C
8 4A 古河二 vs
8 4B 岩瀬日大 vs
8 4B 5月3日 (金) 12:00 下館一 vs 古河三 下館二 下館二 下館二 下館二 鬼怒商
8 4B 7月14日 (日) 10:00 古河中等 vs 岩瀬 古河中等 総和工業 総和工業 総和工業 竹園B
8 4B 境C vs
8 4B 9月22日 (日) 12:00 古河一C vs つくば秀英 吉野サンビレッジ 守谷 守谷 守谷 水海道一
9 4A 9月15日 (日) 10:00 総和工業 vs 鬼怒商 総和工業 古河一C 古河一C 古河一C 古河三
9 4A 9月15日 (日) 10:00 下館二 vs 八千代 八千代 境C 境C 境C 岩瀬
9 4A 9月22日 (日) 10:00 守谷 vs 水海道一 吉野サンビレッジ つくば秀英 つくば秀英 つくば秀英 古河一C
9 4A 9月15日 (日) 12:00 境B vs 古河二 古河中等 つくば秀英 つくば秀英 つくば秀英 古河中等
9 4A 竹園B vs
9 4B 7月14日 (日) 12:00 岩瀬日大 vs 下館一 下館二 水海道一 水海道一 水海道一 守谷
9 4B 9月15日 (日) 12:00 古河三 vs 古河一C 総和工業 総和工業 総和工業 総和工業 鬼怒商
9 4B 9月15日 (日) 10:00 つくば秀英 vs 古河中等 古河中等 境B 境B 境B 古河二
9 4B 9月15日 (日) 12:00 岩瀬 vs 境C 八千代 八千代 八千代 八千代 下館二
9 4B vs

※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。

AWAY 会　　場kick　offCT 日にち節

高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2019 IFAリーグ4部県西 2019年5月13日

審　判曜日 HOME


