
月　日 時　間 審　判 カテゴリー

18:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 × 笠間シニアＦＣ 県庁四十雀ＦＣ

19:00 県庁四十雀ＦＣ × カミーザ・シニア ひたちなかＦＣｼﾆｱ

20:00 水戸ＦＣ × ひたちなかＦＣｼﾆｱ カミーザ・シニア

18:00 ＦＣけりあ × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 セルベックス

19:00 セルベックス × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 笠間シニアＦＣ

20:00 笠間シニアＦＣ × 県庁四十雀ＦＣ ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50

18:00 カミーザ・シニア × 水戸ＦＣ ＦＣけりあ

19:00 ひたちなかＦＣｼﾆｱ × ＦＣけりあ ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40

20:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 × セルベックス ひたちなかＦＣｼﾆｱ

18:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 × 県庁四十雀ＦＣ ＦＣけりあ

19:00 水戸ＦＣ × ＦＣけりあ カミーザ・シニア

20:00 笠間シニアＦＣ × カミーザ・シニア 水戸ＦＣ

18:00 水戸ＦＣ × 堀原ＳＳＳ ＦＣけりあ

19:00 ＦＣけりあ × カミーザ・スィンクエンタ 堀原ＳＳＳ

20:00 ひたちなかＦＣｼﾆｱ50 × ドリーム水戸ｼﾆｱＦＣ50 カミーザ・スィンクエンタ

18:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 × 笠間シニアＦＣ セルベックス

19:00 セルベックス × 県庁四十雀ＦＣ ひたちなかＦＣｼﾆｱ

20:00 ひたちなかＦＣｼﾆｱ × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 県庁四十雀ＦＣ

18:00 ひたちなかＦＣｼﾆｱ × セルベックス カミーザ・シニア

19:00 カミーザ・シニア × ＦＣけりあ 水戸ＦＣ

20:00 水戸ＦＣ × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 ＦＣけりあ

18:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 × カミーザ・シニア 笠間シニアＦＣ

19:00 笠間シニアＦＣ × 水戸ＦＣ 県庁四十雀ＦＣ

20:00 県庁四十雀ＦＣ × ひたちなかＦＣｼﾆｱ 水戸ＦＣ

18:00 笠間シニアＦＣ × セルベックス 県庁四十雀ＦＣ

19:00 県庁四十雀ＦＣ × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50

20:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 × ＦＣけりあ ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40

18:00 セルベックス × ひたちなかＦＣｼﾆｱ50 水戸ＦＣ

19:00 ＦＣけりあ × 水戸ＦＣ セルベックス

20:00 堀原ＳＳＳ × カミーザ・スィンクエンタ ＦＣけりあ

18:00 カミーザ・シニア × ひたちなかＦＣｼﾆｱ ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40

19:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 セルベックス

20:00 水戸ＦＣ × セルベックス ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50

18:00 ＦＣけりあ × セルベックス ひたちなかＦＣｼﾆｱ

19:00 笠間シニアＦＣ × ひたちなかＦＣｼﾆｱ ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40

20:00 カミーザ・シニア × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 笠間シニアＦＣ

18:00 ひたちなかＦＣｼﾆｱ × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 水戸ＦＣ

19:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 × 水戸ＦＣ ＦＣけりあ

20:00 県庁四十雀ＦＣ × ＦＣけりあ ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50

18:00 県庁四十雀ＦＣ × 水戸ＦＣ カミーザ・シニア

19:00 カミーザ・シニア × セルベックス 笠間シニアＦＣ

20:00 笠間シニアＦＣ × ＦＣけりあ セルベックス

18:00 堀原ＳＳＳ × ＦＣけりあ ドリーム水戸ｼﾆｱＦＣ50

19:00 ドリーム水戸ｼﾆｱＦＣ50 × セルベックス ＦＣけりあ

20:00 水戸ＦＣ × カミーザ・スィンクエンタ セルベックス

6月12日 LEES

7月17日 LEES

7月10日 シニア

6月5日 シニア

7月3日 シニア

6月26日 シニア

4月24日 シニア

5月1日 シニア

5月15日 シニア

２０２１年度　水戸市民シニア & LEESリーグ　　共通日程

対　戦　チ　ー　ム

4月10日 シニア

4月17日 シニア

5月22日 シニア

5月8日 LEES

6月19日 シニア

5月29日 シニア



月　日 時　間 審　判 会　場

18:00 ひたちなかＦＣｼﾆｱ × 水戸ＦＣ 県庁四十雀ＦＣ

19:00 カミーザ・シニア × 県庁四十雀ＦＣ ひたちなかＦＣｼﾆｱ

20:00 笠間シニアＦＣ × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 カミーザ・シニア

18:00 県庁四十雀ＦＣ × 笠間シニアＦＣ ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50

19:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 × セルベックス ＦＣけりあ

20:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 × ＦＣけりあ セルベックス

18:00 セルベックス × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 ＦＣけりあ

19:00 ＦＣけりあ × ひたちなかＦＣｼﾆｱ カミーザ・シニア

20:00 水戸ＦＣ × カミーザ・シニア ひたちなかＦＣｼﾆｱ

18:00 ＦＣけりあ × ひたちなかＦＣｼﾆｱ50 カミーザ・スィンクエンタ

19:00 カミーザ・スィンクエンタ × ドリーム水戸ｼﾆｱＦＣ50 ひたちなかＦＣｼﾆｱ50

20:00 セルベックス × 水戸ＦＣ ドリーム水戸ｼﾆｱＦＣ50

18:00 カミーザ・シニア × 笠間シニアＦＣ 水戸ＦＣ

19:00 ＦＣけりあ × 水戸ＦＣ カミーザ・シニア

20:00 県庁四十雀ＦＣ × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 ＦＣけりあ

18:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 × ひたちなかＦＣｼﾆｱ 笠間シニアＦＣ

19:00 笠間シニアＦＣ × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 県庁四十雀ＦＣ

20:00 県庁四十雀ＦＣ × セルベックス ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40

18:00 水戸ＦＣ × ドリーム水戸ｼﾆｱＦＣ50 セルベックス

19:00 セルベックス × 堀原ＳＳＳ 水戸ＦＣ

20:00 カミーザ・スィンクエンタ × ひたちなかＦＣｼﾆｱ50 堀原ＳＳＳ

18:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 × 水戸ＦＣ ひたちなかＦＣｼﾆｱ

19:00 セルベックス × ひたちなかＦＣｼﾆｱ 水戸ＦＣ

20:00 ＦＣけりあ × カミーザ・シニア セルベックス

18:00 ひたちなかＦＣｼﾆｱ × 県庁四十雀ＦＣ 水戸ＦＣ

19:00 水戸ＦＣ × 笠間シニアＦＣ 県庁四十雀ＦＣ

20:00 カミーザ・シニア × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 笠間シニアＦＣ

18:00 ＦＣけりあ × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40

19:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 × 県庁四十雀ＦＣ ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50

20:00 セルベックス × 笠間シニアＦＣ 県庁四十雀ＦＣ

18:00 セルベックス × 水戸ＦＣ ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50

19:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 セルベックス

20:00 ひたちなかＦＣｼﾆｱ × カミーザ・シニア ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40

18:00 堀原ＳＳＳ × ドリーム水戸ｼﾆｱＦＣ50 ひたちなかＦＣｼﾆｱ50

19:00 ひたちなかＦＣｼﾆｱ50 × 水戸ＦＣ ドリーム水戸ｼﾆｱＦＣ50

20:00 セルベックス × ＦＣけりあ 水戸ＦＣ

18:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 × カミーザ・シニア 笠間シニアＦＣ

19:00 ひたちなかＦＣｼﾆｱ × 笠間シニアＦＣ ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40

20:00 セルベックス × ＦＣけりあ ひたちなかＦＣｼﾆｱ

18:00 ＦＣけりあ × 県庁四十雀ＦＣ ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50

19:00 水戸ＦＣ × ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ50 ＦＣけりあ

20:00 ﾄﾞﾘｰﾑ水戸ｼﾆｱＦＣ40 × ひたちなかＦＣｼﾆｱ 水戸ＦＣ

18:00 ＦＣけりあ × 笠間シニアＦＣ セルベックス

19:00 セルベックス × カミーザ・シニア 笠間シニアＦＣ

20:00 水戸ＦＣ × 県庁四十雀ＦＣ カミーザ・シニア

9月25日 シニア

２０２１年度　水戸市民シニア & LEESリーグ　　共通日程

対　戦　チ　ー　ム

9月11日 LEES

10月23日 LEES

10月16日 シニア

11月13日 シニア

11月6日 シニア

10月30日 シニア

9月4日 シニア

10月2日 シニア

10月9日 シニア

7月31日 シニア

8月7日 シニア

8月28日 シニア

8月21日 LEES

7月24日 シニア



月　日 時　間 審　判 会　場

18:00 カミーザ・スィンクエンタ × セルベックス 堀原ＳＳＳ

19:00 ひたちなかＦＣｼﾆｱ50 × 堀原ＳＳＳ カミーザ・スィンクエンタ

20:00 ドリーム水戸ｼﾆｱＦＣ50 × ＦＣけりあ ひたちなかＦＣｼﾆｱ50

11月27日 LEES

11月20日 LEES

２０２１年度　水戸市民シニア & LEESリーグ　　共通日程

対　戦　チ　ー　ム

                                   

ＬＥＥＳ ＯＮＥ ＮＩＧＨＴ リーグ戦 




