
節 月　日 開始時刻 会　場 主　管 審判① 審判②

11:00 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 磐城 福島東 福島東

13:30 学法石川 福島東 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

11:00 帝京安積 郡山商業 白河 白河

13:30 郡山 白河 帝京安積 帝京安積

11:00 いわきｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞﾒｲﾝ 福島工業 湯本 湯本 いわき光洋 いわき光洋

10:00 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 郡山商業 帝京安積 帝京安積

12:30 帝京安積 白河 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

11:00 磐城 福島東 福島工業 福島工業

13:30 郡山 福島工業 福島東 福島東

11:00 いわきｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞﾒｲﾝ 学法石川 湯本 磐城桜が丘 磐城桜が丘 磐城桜が丘

13:00 尚志高等学校（PL後） 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 福島東 尚志 郡山北工 郡山北工

11:00 郡山商業 白河 郡山 郡山

13:30 学法石川 郡山 郡山商業 郡山商業

11:00 相馬光陽サッカー場人工芝Ｅ 帝京安積 福島工業 相馬 相馬 相馬

11:00 いわきｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞﾒｲﾝ 磐城 湯本 磐城 いわき光洋 いわき光洋

10:00 尚志高等学校 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 白河 尚志 いわき総合 いわき総合

11:00 福島東 湯本 磐城 磐城

13:30 磐城 郡山 湯本 湯本

10:00 帝京安積 学法石川 郡山商業 郡山商業

12:30 郡山商業 福島工業 学法石川 学法石川

13:00 尚志高等学校（ＰＬ後） 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 湯本 尚志 学石ｾｶﾝﾄﾞ 学石ｾｶﾝﾄﾞ

10:00 福島東 郡山 福島工業 福島工業

12:15 白河 福島工業 学法石川 学法石川

14:30 郡山商業 学法石川 福島東 福島東

11:00 いわきｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞﾒｲﾝ 磐城 帝京安積 いわき光洋 いわき光洋 いわき光洋

13:30 尚志高等学校 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 福島工業 尚志 安積 安積

11:00 いわきｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞﾒｲﾝ 湯本 郡山 いわき総合 いわき総合 いわき総合

10:00 白河 学法石川 帝京安積 帝京安積

12:15 福島東 帝京安積 白河 白河

14:30 郡山商業 磐城 学法石川 学法石川

10:00 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 郡山 白河 白河

12:30 白河 磐城 郡山 郡山

11:00 福島工業 学法石川 福島東 福島東

13:30 福島東 郡山商業 福島工業 福島工業

13:00 相馬光陽サッカー場人工芝Ｄ（Ｆ2後） 湯本 帝京安積 相馬 尚志ｻｰﾄﾞ 尚志ｻｰﾄﾞ

13:00 尚志高等学校（ＰＬ後） 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 学法石川 尚志 会津工業 会津工業

13:00 白河 福島東 磐城 磐城

15:00 福島工業 磐城 福島東 福島東

13:00 相馬光陽サッカー場人工芝Ｅ（Ｆ2後） 湯本 郡山商業 相馬 磐城桜が丘 磐城桜が丘

13:00 広野町サッカー場（Ｆ2後） 郡山 帝京安積 ふたば未来 ふたば未来 ふたば未来

10:00 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 帝京安積 郡山商業 郡山商業

12:30 郡山 郡山商業 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

11:00 湯本 白河 学法石川 学法石川

13:30 学法石川 磐城 白河 白河

13:00 相馬光陽サッカー場人工芝Ｅ（Ｆ2後） 福島工業 福島東 相馬 相馬 相馬

大会日程表　Ｆ１リーグ　
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福島東

対　戦
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2 4月15日（土）

帝京安積

尚志高等学校 尚志

4月8日（土）

相馬光陽サッカー場人工芝Ｅ

鳥見山公園多目的運動場

※日程・会場は開幕時のものです。変更は（一財）福島県サッカー協会ＨＰでお知らせいたします。
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6 5月6日（土）
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4月29日（土）

5月3日（水）

学法石川

学法石川

十六沼公園サッカー場人工芝1（PL後）

4

5

福島東

尚志

尚志高等学校 尚志

十六沼公園サッカー場人工芝1 福島東

郡山市西部サッカー場ﾒｲﾝ 白河

福島東相馬光陽サッカー場天然芝Ｂ

相馬光陽サッカー場天然芝Ｃ 郡山商業

いわきｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞﾒｲﾝ 湯本

鳥見山公園多目的運動場

7

鳥見山公園多目的運動場

あづま補助陸上競技場 福島工業

尚志高等学校



11:00 いわきｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ多目的 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 磐城 磐城桜が丘 いわき光洋 いわき光洋

11:00 帝京安積 郡山商業 郡山 郡山

13:30 郡山 白河 郡山商業 郡山商業

11:00 学法石川 福島東 福島工業 福島工業

13:30 福島工業 湯本 福島東 福島東

10:00 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 郡山商業 帝京安積 帝京安積

12:30 帝京安積 白河 郡山商業 郡山商業

13:00 新舞子フットボール場（Ｆ2後） 磐城 福島東 いわき総合 磐城桜が丘 磐城桜が丘

11:00 郡山市西部サッカー場ﾒｲﾝ 学法石川 湯本 学法石川 会津工業 会津工業

11:00 郡山市西部サッカー場ｻﾌﾞ 郡山 福島工業 郡山 安積 安積

10:00 帝京安積 福島工業 郡山商業 郡山商業

12:15 郡山商業 白河 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

14:30 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 福島東 福島工業 福島工業

11:00 磐城 湯本 郡山 郡山

13:30 学法石川 郡山 磐城 磐城

10:00 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 白河 郡山商業 郡山商業

12:30 郡山商業 福島工業 白河 白河

11:00 福島東 湯本 磐城 磐城

13:30 磐城 郡山 湯本 湯本

11:00 郡山市西部サッカー場ﾒｲﾝ 帝京安積 学法石川 学法石川 郡山北工 郡山北工

10:00 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 湯本 郡山商業 郡山商業

12:30 郡山商業 学法石川 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

13:00 白河 福島工業 郡山 郡山

15:00 福島東 郡山 福島工業 福島工業

11:00 いわきｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞﾒｲﾝ 磐城 帝京安積 磐城 磐城桜が丘 磐城桜が丘

13:00 尚志高等学校（ＰＬ後） 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 福島工業 尚志 安積 安積

13:00 白河 学法石川 福島東 福島東

15:00 福島東 帝京安積 学法石川 学法石川

12:00 湯本 郡山 磐城 磐城

14:30 郡山商業 磐城 磐城桜が丘 磐城桜が丘

10:00 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 郡山 白河 白河

12:30 白河 磐城 郡山 郡山

11:00 郡山市西部サッカー場サブ 湯本 帝京安積 安積 会津工業 会津工業

11:00 福島東 郡山商業 福島工業 福島工業

13:30 福島工業 学法石川 郡山商業 郡山商業

13:00 尚志高等学校（ＰＬ後） 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 学法石川 尚志 会津工業 会津工業

11:00 郡山 帝京安積 白河 白河

13:30 白河 福島東 郡山 郡山

11:00 湯本 郡山商業 磐城 磐城

13:30 福島工業 磐城 湯本 湯本

10:00 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 帝京安積 郡山 郡山

12:30 郡山 郡山商業 尚志ｾｶﾝﾄﾞ 尚志ｾｶﾝﾄﾞ

11:00 十六沼公園サッカー場人工芝1 福島工業 福島東 福島工業 尚志ｻｰﾄﾞ 磐城桜が丘

11:00 学法石川 磐城 湯本 湯本

13:30 湯本 白河 磐城 磐城

十六沼公園サッカー場人工芝1

尚志高等学校

尚志高等学校

郡山市西部サッカー場ﾒｲﾝ 郡山商業

十六沼公園サッカー場人工芝1 福島東

相馬光陽サッカー場人工芝Ｅ

白河

十六沼公園サッカー場人工芝1（PL後）

十六沼公園サッカー場人工芝2

新舞子フットボール場 磐城

尚志

尚志高等学校 尚志

十六沼公園サッカー場人工芝1（PL後） 福島工業

尚志高等学校

磐城桜が丘

福島東

いわきｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞﾒｲﾝ 湯本

尚志高等学校 尚志

10 7月8日（土）

13

11

12

7月15日（土）

7月17日（月）

7月22日（土）

新舞子フットボール場（Ｆ2後）

磐城

福島工業

尚志

尚志

いわきｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞﾒｲﾝ 湯本

18 9月23日（土）

16 9月9日（土）

17 9月16日（土）

15 9月2日（土）

14 8月26日（土）

福島東

福島空港公園Ａ


