
1部 平成30年1月8日

ＦＣ古河 vs 鹿島中
水戸ホーリーホック vs アセノ 1 ＦＣ古河

1 フォーウィンズ vs ジュネス フォーウィンズ 2 水戸ホーリーホック
アイデンティみらい vs 境トリニタスウエストサイド 3 フォーウィンズ
石岡アセンブル vs ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ 4 アイデンティみらい

ＦＣ古河 vs 石岡アセンブル 5 石岡アセンブル
鹿島中 vs 水戸ホーリーホック 6 鹿島中

2 アセノ vs フォーウィンズ アセノ 7 アセノ
ジュネス vs アイデンティみらい 8 ジュネス

境トリニタスウエストサイド vs ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ 9 境トリニタスウエストサイド
境トリニタスウエストサイド vs ＦＣ古河 10 ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ

鹿島中 vs アセノ
3 ジュネス vs 水戸ホーリーホック

フォーウィンズ vs 石岡アセンブル
ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ vs アイデンティみらい ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ

ＦＣ古河 vs ジュネス ＦＣ古河
鹿島中 vs アイデンティみらい

4 ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ vs フォーウィンズ
アセノ vs 境トリニタスウエストサイド

前 水戸ホーリーホック vs 石岡アセンブル
水戸ホーリーホック vs 境トリニタスウエストサイド
アイデンティみらい vs ＦＣ古河

5 フォーウィンズ vs 鹿島中
アセノ vs 石岡アセンブル
ジュネス vs ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ ジュネス

期 ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ vs ＦＣ古河
鹿島中 vs ジュネス

6 水戸ホーリーホック vs フォーウィンズ 水戸ホーリーホック
アセノ vs アイデンティみらい

石岡アセンブル vs 境トリニタスウエストサイド
ジュネス vs 境トリニタスウエストサイド
アセノ vs ＦＣ古河

7 石岡アセンブル vs 鹿島中 石岡アセンブル
水戸ホーリーホック vs ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ
フォーウィンズ vs アイデンティみらい
ＦＣ古河 vs 水戸ホーリーホック

アイデンティみらい vs 石岡アセンブル
8 ジュネス vs アセノ

境トリニタスウエストサイド vs フォーウィンズ
鹿島中 vs ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ 鹿島中
ＦＣ古河 vs フォーウィンズ

境トリニタスウエストサイド vs 鹿島中
9 アイデンティみらい vs 水戸ホーリーホック アイデンティみらい

ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ vs アセノ
石岡アセンブル vs ジュネス

鹿島中 vs ＦＣ古河 鹿島中
アセノ vs 水戸ホーリーホック

1 ジュネス vs フォーウィンズ
境トリニタスウエストサイド vs アイデンティみらい
ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ vs 石岡アセンブル

石岡アセンブル vs ＦＣ古河
水戸ホーリーホック vs 鹿島中

2 フォーウィンズ vs アセノ
アイデンティみらい vs ジュネス

ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ vs 境トリニタスウエストサイド ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ
ＦＣ古河 vs 境トリニタスウエストサイド ＦＣ古河
アセノ vs 鹿島中

3 水戸ホーリーホック vs ジュネス
石岡アセンブル vs フォーウィンズ
アイデンティみらい vs ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ

ジュネス vs ＦＣ古河
アイデンティみらい vs 鹿島中

4 フォーウィンズ vs ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ
境トリニタスウエストサイド vs アセノ

後 石岡アセンブル vs 水戸ホーリーホック 石岡アセンブル
境トリニタスウエストサイド vs 水戸ホーリーホック 境トリニタスウエストサイド

ＦＣ古河 vs アイデンティみらい
5 鹿島中 vs フォーウィンズ

石岡アセンブル vs アセノ
ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ vs ジュネス

ＦＣ古河 vs ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ
ジュネス vs 鹿島中

期 6 フォーウィンズ vs 水戸ホーリーホック フォーウィンズ
アイデンティみらい vs アセノ

境トリニタスウエストサイド vs 石岡アセンブル
境トリニタスウエストサイド vs ジュネス

ＦＣ古河 vs アセノ
7 鹿島中 vs 石岡アセンブル

ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ vs 水戸ホーリーホック
アイデンティみらい vs フォーウィンズ アイデンティみらい
水戸ホーリーホック vs ＦＣ古河 水戸ホーリーホック

ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ vs 鹿島中
8 アセノ vs ジュネス

フォーウィンズ vs 境トリニタスウエストサイド
石岡アセンブル vs アイデンティみらい
フォーウィンズ vs ＦＣ古河

鹿島中 vs 境トリニタスウエストサイド
9 水戸ホーリーホック vs アイデンティみらい

アセノ vs ＤＯ　ＳＯＣＣＥＲ　ＣＬＵＢ
ジュネス vs 石岡アセンブル ジュネス
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