
結　果

２部 第２節 13:10 北信中 - メリーU-15 レグノウァ2nd 本宮1中

１部 第３節 15:00 レグノウァ2nd - 本宮1中 北信中 メリーU-15

9:30 フォルテ2nd - 本宮一中 福島四中 岳陽中

11:20 福島四中 - 岳陽中 フォルテ2nd 本宮一中

9:30 本宮二中 - ビバーチェ2nd レグノウァ2nd 二本松一中

11:20 松陵中 - 信夫中 本宮二中 ビバーチェ2nd

13:10 レグノウァ2nd - 二本松一中 松陵中 信夫中

9:30 福島四中 - モンターニャFC 本宮一中 本宮二中

11:20 本宮二中 - 本宮一中 モンターニャFC 福島四中

9:30 松陵中 - 岳陽中 信夫中 二本松一中

11:20 レグノウァ2nd - ビバーチェ2nd 岳陽中 松陵中

13:10 二本松一中 - 信夫中 ビバーチェ2nd レグノウァ2nd

11:20 松陵中 - モンターニャFC 桃陵中 福島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞU-15 2nd

13:10 フォルテ2nd - 本宮二中 信夫中 ビバーチェ2nd

15:00 信夫中 - ビバーチェ2nd フォルテ2nd 本宮二中

2部 第４節 9:30 桃陵中 - 福島ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞU-15 2nd 松陵中 モンターニャFC

1部 第３節 9:30 二本松一中 - 岳陽中 松陽中 北信中

2部 第４節 11:20 北信中 - 松陽中 二本松一中 岳陽中

9:30 福島四中 - 松陵中 モンターニャFC 二本松一中

11:20 フォルテ2nd - レグノウァ2nd 松陵中 福島四中

13:10 二本松一中 - モンターニャFC レグノウァ2nd フォルテ2nd

13:10 信夫中 - 本宮一中 岳陽中 ビバーチェ2nd

15:00 ビバーチェ2nd - 岳陽中 本宮一中 信夫中

9:30 フォルテ2nd - 信夫中 ビバーチェ2nd モンターニャFC

11:20 岳陽中 - 本宮一中 フォルテ2nd 信夫中

13:10 ビバーチェ2nd - モンターニャFC 岳陽中 本宮一中

9:30 本宮二中 - レグノウァ2nd 福島四中 二本松一中

11:20 福島四中 - 二本松一中 本宮二中 レグノウァ2nd

9:30 フォルテ2nd - 岳陽中 信夫中 本宮二中

11:20 福島四中 - ビバーチェ2nd 岳陽中 フォルテ2nd

13:10 本宮二中 - 信夫中 ビバーチェ2nd 福島四中

9:30 松陵中 - 二本松一中 モンターニャFC 本宮一中

11:20 本宮一中 - モンターニャFC 二本松一中 松陵中

9:00 レグノウァ2nd - 信夫中 本宮二中 岳陽中

10:40 松陵中 - ビバーチェ2nd レグノウァ2nd 信夫中

12:20 本宮二中 - 岳陽中 松陵中 ビバーチェ2nd

14:00 福島四中 - 本宮一中 フォルテ2nd モンターニャFC

15:40 フォルテ2nd - モンターニャFC 福島四中 本宮一中

9:00 二本松一中 - ビバーチェ2nd 本宮一中 松陵中

10:40 レグノウァ2nd - 岳陽中 ビバーチェ2nd 二本松一中

12:20 松陵中 - 本宮一中 岳陽中 レグノウァ2nd

14:00 本宮二中 - モンターニャFC 福島四中 フォルテ2nd

15:40 フォルテ2nd - 福島四中 モンターニャFC 本宮二中

信夫中 - 岳陽中 レグノウァ2nd モンターニャFC

二本松一中 - 本宮一中 信夫中 岳陽中

レグノウァ2nd - モンターニャFC 二本松一中 本宮一中

フォルテ2nd - 松陵中 福島四中 本宮二中

福島四中 - 本宮二中 フォルテ2nd 松陵中

信夫中 - モンターニャFC レグノウァ2nd 福島四中

フォルテ2nd - 二本松一中 モンターニャFC 信夫中

福島四中 - レグノウァ2nd 二本松一中 フォルテ2nd

本宮二中 - 松陵中 本宮一中 ビバーチェ2nd

ビバーチェ2nd - 本宮一中 松陵中 本宮二中

本宮二中 - 二本松一中 岳陽中 モンターニャFC

松陵中 - レグノウァ2nd 本宮二中 二本松一中

岳陽中 - モンターニャFC 松陵中 レグノウァ2nd

フォルテ2nd - ビバーチェ2nd 福島四中 信夫中

福島四中 - 信夫中 フォルテ2nd ビバーチェ2nd
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