
【１部リーグ】

節 期日 会場 キックオフ 審判・記録

第１節 2/24(土) 小名浜二中 9:30 平一中 0 - 3 Ｏｓｏｌｏ内郷 古河電池ＦＣ

10:30 平三中 0 - 2 小名浜二中 平一中

11:30 古河電池ＦＣ 0 - 11 勿来ＳＣＳ 平三中

いわきＦＣフィールド 12:00 中央台北中 6 - 1 小名浜一中 いわきＦＣ

13:00 泉中 0 - 4 植田中・植田東中 中央台北中

錦中 vs いわきＦＣ

第２節 平三中 vs 錦中

平一中 vs 中央台北中

小名浜一中 vs いわきＦＣ

小名浜二中 vs 古河電池ＦＣ

植田中・植田東中 vs 勿来ＳＣＳ

リベルダード磐城セカンド vs Ｏｓｏｌｏ内郷

第３節 3/3(土) いわきグリーンフィールド 12:00 平一中 3 - 0 リベルダード磐城セカンド 磐崎中

いわきＦＣフィールド 10:00 小名浜二中 5 - 0 Ｏｓｏｌｏ内郷 植田中・植田東中

11:00 錦中 0 - 1 勿来ＳＣＳ Ｏｓｏｌｏ内郷

12:00 植田中・植田東中 1 - 3 いわきＦＣ 錦中

5/26(土) 泉中 13:00 小名浜一中 vs 泉中

平三中 vs 古河電池ＦＣ

第４節 4/14(土) いわきＦＣフィールド 13:00 いわきＦＣ 2 - 0 勿来ＳＣＳ 小名浜一中

14:20 中央台北中 3 - 1 古河電池ＦＣ 勿来ＳＣＳ

15:40 平一中 0 - 3 小名浜一中 古河電池ＦＣ

泉中 9:00 植田中・植田東中 2 - 1 Ｏｓｏｌｏ内郷 リベルダード磐城セカンド

10:20 平三中 0 - 0 泉中 植田中・植田東中

11:40 錦中 2 - 0 リベルダード磐城セカンド 平三中

第５節 3/10(土) いわきグリーンフィールド 9:30 平一中 0 - 3 小名浜二中 リベルダード磐城セカンド

10:30 小名浜一中 1 - 0 リベルダード磐城セカンド 小名浜二

3/11(日) いわきＧＦ多目的 11:30 錦中 12 - 0 泉中 植田・植田東

12:30 いわきＦＣ 13 - 0 古河電池ＦＣ 泉

13:30 中央台北中 0 - 2 植田中・植田東中 いわきＦＣ

14:30 平三中 1 - 2 勿来ＳＣＳ 中央台北

第６節 5/12(土) 小名浜二中 9:00 泉中 vs 古河電池ＦＣ 小名浜二中セカンド

10:20 小名浜二中 vs 勿来ＳＣＳ 古河電池ＦＣ

11:40 平三中 vs いわきＦＣ 勿来ＳＣＳ

5/13(日) 中央台北中 9:00 小名浜一中 vs Ｏｓｏｌｏ内郷 リベルダード磐城セカンド

10:20 中央台北中 vs 錦中 Ｏｓｏｌｏ内郷

11:40 植田中・植田東中 vs リベルダード磐城セカンド 中央台北中

第７節 5/19(土) 小名浜二中 9:00 小名浜一中 vs 勿来ＳＣＳ リベルダード磐城セカンド

10:20 小名浜二中 vs リベルダード磐城セカンド 小名浜一中

5/20(日) 泉中 9:00 錦中 vs 古河電池ＦＣ 勿来ＳＣＳセカンド

10:20 平一中 vs 泉中 古河電池ＦＣ

中央台北中 9:00 平三中 vs 植田中・植田東中 錦中セカンド

10:20 中央台北中 vs Ｏｓｏｌｏ内郷 植田中・植田東中

第８節 6/23(土) 泉中 9:00 平一中 vs 植田中・植田東中 錦中

10:20 泉中 vs 勿来ＳＣＳ 平一中

11:40 錦中 vs Ｏｓｏｌｏ内郷 勿来ＳＣＳ

13:00 リベルダード磐城セカンド vs 古河電池ＦＣ Ｏｓｏｌｏ内郷

小名浜二中 vs いわきＦＣ

平三中 vs 中央台北中

対　　戦

第１０回Ｕ－１５いわきサッカーリーグ２０１８・１部リーグ



【１部リーグ】

節 期日 会場 キックオフ 審判・記録対　　戦

第１０回Ｕ－１５いわきサッカーリーグ２０１８・１部リーグ

第９節 平一中 vs 錦中

小名浜一中 vs 小名浜二中

中央台北中 vs 勿来ＳＣＳ

泉中 vs いわきＦＣ

Ｏｓｏｌｏ内郷 vs 古河電池ＦＣ

平三中 vs リベルダード磐城セカンド

第１０節 中央台北中 vs いわきＦＣ

平一中 vs 古河電池ＦＣ

平三中 vs Ｏｓｏｌｏ内郷

リベルダード磐城セカンド vs 勿来ＳＣＳ

小名浜一中 vs 植田中・植田東中

小名浜二中 vs 泉中

第１１節 平一中 vs 平三中

中央台北中 vs 泉中

小名浜一中 vs 錦中

リベルダード磐城セカンド vs いわきＦＣ

小名浜二中 vs 植田中・植田東中

Ｏｓｏｌｏ内郷 vs 勿来ＳＣＳ

第１２節 小名浜一中 vs 古河電池ＦＣ

小名浜二中 vs 中央台北中

Ｏｓｏｌｏ内郷 vs いわきＦＣ

泉中 vs リベルダード磐城セカンド

平一中 vs 勿来ＳＣＳ

植田中・植田東中 vs 錦中

第１３節 植田中・植田東中 vs 古河電池ＦＣ

小名浜一中 vs 平三中

中央台北中 vs リベルダード磐城セカンド

泉中 vs Ｏｓｏｌｏ内郷

平一中 vs いわきＦＣ

小名浜二中 vs 錦中


