
2017/10/29 改

期日 会場 Kick Off リーグ チーム 対戦･結果 チーム 審判・記録

13:00 北部 平三中 3-0 四倉中 古河電池JYFC

14:20 東部 中央台南中 7-1 古河電池JYFC 平三中

12:30 西部 磐崎中 1-15 ｵｰｿﾛ内郷 平一中

13:50 西部 玉川中 1-19 いわきFC 磐崎中

15:10 北部 平一中 1-4 泉中2nd いわきFC

12:30 北部 平二中 6-0 水石ＦＣ 湯本一中

13:50 東部 小名浜一中 0-1 小名浜二中 平二中

15:10 西部 湯本一中 3-2 小名浜二中2nd 小名浜一中

12:30 南部 泉　中 0-7 錦　中 勿来SCS

13:50 東部 中央台北中 6-0 錦中2nd 泉　中

15:10 南部 植田中・植田東中 1-7 勿来SCS 錦　中第
2
節

10月21日(土) いわきFCF 12:00 西部 湯本一中 0-9 いわきFC 小名浜二中

13:20 西部 磐崎中 0-7 小名浜二中2nd 湯本一中

14:40 東部 小名浜二中 10-0 錦中2nd 磐崎中第
3
節

10月28日(土) いわきFCF 13:00 東部 小名浜一中 7-0 錦中2nd 中央台北中

14:10 西部 いわきFC 15-0 小名浜二中2nd 錦中2nd

15:20 北部 中央台北中 0-2 小名浜二中 いわきFC

玉川中 9:00 南部 泉　中 2-0 平三中2nd 平二中

10:20 西部 磐崎中 0-8 玉川中 泉　中

11:40 北部 平二中 3-1 平三中 磐崎中

13:00 北部 四倉中 0-9 泉中2nd 平三中

4 10月29日(日) いわきFCF 9:00 北部 平一中 2-1 水石ＦＣ 勿来SCS

10:20 西部 いわきFC 14-0 磐崎中 水石ＦＣ

11:40 南部 勿来SCS 5-0 平三中2nd いわきFC

5 11月3日(金) 玉川中 9:00 北部 平二中 vs 四倉中 ｵｰｿﾛ内郷

10:20 西部 玉川中 vs 湯本一中 平二中

11:40 西部 いわきFC vs ｵｰｿﾛ内郷 泉中2nd

13:00 北部 水石ＦＣ vs 泉中2nd いわきFC

14:20 西部 湯本一中 vs ｵｰｿﾛ内郷 水石ＦＣ

小名浜二中 9:00 北部 平一中 vs 平三中 植田中

10:20 東部 小名浜二中 vs 古河電池JYFC 平三中

11:40 南部 植田中・植田東中 vs 平三中2nd 小名浜二中

13:00 東部 小名浜一中 vs 古河電池JYFC 主:植田東、副：平三2nd

中央台南中 9:00 南部 勿来SCS vs 錦　中 磐崎中

10:20 東部 中央台南中 vs 錦中2nd 勿来SCS

6 11月4日(土) 玉川中 9:00 西部 ｵｰｿﾛ内郷 vs 小名浜二中2nd 磐崎中

11:00 西部 玉川中 vs 小名浜二中2nd ｵｰｿﾛ内郷

13:00 西部 玉川中 vs ｵｰｿﾛ内郷 水石ＦＣ

小名浜二中 9:00 北部 平一中 vs 四倉中 平二中

10:20 東部 中央台南中 vs 小名浜二中 主:平一、副:四倉

（予定） 12:00 北部 平一中 vs 平二中 小名浜二中

7 11月11日(土) 湯本一中 9:00 北部 四倉中 vs 水石ＦＣ 磐崎中

（予定） 10:20 西部 磐崎中 vs 湯本一中 水石ＦＣ

新舞子人工芝 8:30 東部 平三中 vs 泉中2nd 植田中・植田東中

14:00 南部 泉　中 vs 植田中・植田東中 平三中

8 11月18日(土) ＧＦ 10:00 南部 植田中・植田東中 vs 錦　中 平三中2nd

11:20 東部 古河電池JYFC vs 錦中2nd 植田中・植田東中

12:40 南部 錦　中 vs 平三中2nd 古河電池JYFC

14:00 北部 平三中 vs 水石ＦＣ 錦　中

ＧＦ多目的 10:00 東部 中央台北中 vs 小名浜一中 平二中

11:20 南部 泉　中 vs 勿来SCS 中央台北中

12:40 北部 平二中 vs 泉中2nd 勿来SCS

14:00 東部 中央台南中 vs 小名浜一中 泉中2nd

マルト杯めひかリーグ２０１７

9月16日(土)
第
１
節

小名浜二中

いわきFCF

第１１回 マルト杯めひかリーグ U-14いわき市中学生サッカーリーグ201７【地区リーグ】日程
9/16(土)17(日)、10/21(土)22(日)28(土)29(日)、11/3(金)

植田中

中央台南中


