
リーグ 節 期日 会場 キックオフ 審判・記録

1部 第１節 11月19日(土) いわきＧＦ多目的 9:30 勿来SCS 3 - 1 小名浜二中 平三中

10:50 内郷二中 3 - 2 中央台南中 勿来SCS

12月4日(日) いわき明星大学 9:00 平一中 vs 植田中 磐崎中

第２節 11月26日(土) 小名浜二中 11:50 内郷二中 0 - 2 勿来SCS 小名浜二中

13:00 平一中 5 - 2 中央台南中 勿来SCS

12月3日(土) 小名浜二中 13:00 植田中 vs 小名浜二中 平一中

第３節 11月26日(土) 小名浜二中 9:30 勿来SCS 0 - 1 中央台南中 内郷二中

10:40 平一中 1 - 1 小名浜二中 中央台南中

12月11日(日) いわきＧＦ多目的 14:10 植田中 vs 内郷二中 平一中

第４節 12月3日(土) 小名浜二中 9:30 勿来SCS vs 植田中 内郷二中

10:40 小名浜二中 vs 中央台南中 植田中

11:50 平一中 vs 内郷二中 中央台南中

第５節 12月11日(日) いわきＧＦ多目的 9:30 中央台南中 vs 植田中 磐崎中

10:40 小名浜二中 vs 内郷二中 中央台南中

13:00 平一中 vs 勿来SCS 泉中

２部 第１節 11月20日(日) いわきＧＦ多目的 9:30 平二中 2 - 2 植田東中 湯本一中

10:50 小名浜一中 0 - 3 泉中 植田東中

11月23日(水) いわきＧＦ多目的 10:50 中央台北中 2 - 2 磐崎中 植田中

第２節 11月26日(土) 小名浜一中 9:30 磐崎中 vs 植田東中 小名浜一中

12月17日(土) 泉中 10:40 平二中 vs 泉中 磐崎中

11:50 小名浜一中 vs 中央台北中 泉中

第３節 12月3日(土) 中央台北中 9:00 平二中 vs 磐崎中 小名浜一中

10:10 中央台北中 vs 泉中 平二中

11:20 植田東中 vs 小名浜一中 泉中

第４節 12:30 平二中 vs 中央台北中 植田東中

13:40 磐崎中 vs 小名浜一中 中央台北中

14:50 泉中 vs 植田東中 磐崎中

第５節 12月10日(土) いわきＧＦ多目的 9:30 平二中 vs 小名浜一中 錦中

10:40 中央台北中 vs 植田東中 平二中

12月11日(日) いわきＧＦ多目的 11:50 磐崎中 vs 泉中 小名浜二中

３部 第１節 12月4日(日) 好間多目的 12:15 平三中 vs 水石FC 内郷二中

11月20日(日) いわきＧＦ多目的 12:10 湯本一中 2 - 3 錦中 小名浜一中

未定 未定 玉川中 vs 四倉中 平三中

第２節 12月4日(日) 好間多目的 13:30 玉川中 vs 湯本一中 水石FC

11月27日(日) 玉川中 9:30 平三中 5 - 0 四倉中 錦中

未定 未定 水石FC vs 錦中 四倉中

第３節 11月27日(日) 玉川中 10:40 水石FC 2 - 1 玉川中 四倉中

11:50 平三中 1 - 11 錦中 水石FC

12月3日(土) 玉川中 13:00 四倉中 vs 湯本一中 錦中

第４節 12月3日(土) 玉川中 9:30 平三中 vs 湯本一中 錦中

10:40 四倉中 vs 水石FC 平三中

11:50 錦中 vs 玉川中 水石FC

第５節 12月10日(土) いわきＧＦ多目的 11:50 錦中 vs 四倉中 中央台北中

13:00 湯本一中 vs 水石FC 四倉中

14:10 平三中 vs 玉川中 湯本一中

対　　戦

マルトめひかリーグ　第１０回いわき市中学生サッカーリーグ２０１６・ＦＩＮＡＬ


