
 

 

８／２１・日 試合結果表 

 

北茨城 

ｻｯｶｰﾗｸﾞﾋﾞｰ

場 

ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ

高萩 

秋山中 

グランド 

日高中 

グランド 

滑川中 

グランド 

久慈中 

グランド 

瑞竜中 

グランド 

A 松岡中松岡中松岡中松岡中    高萩高萩高萩高萩中中中中    秋山秋山秋山秋山中中中中    日高日高日高日高中中中中    滑川滑川滑川滑川中中中中    久慈久慈久慈久慈中中中中    瑞竜中瑞竜中瑞竜中瑞竜中    

B 常北中 附属中 世矢中 泉丘中 峰山中 豊浦中 河原子中 

C 大久保中 太田中 十王中 水府中 取手一中 平磯中 那珂一中 

D 坂本中 平沢中 勿来 SCS ﾌｫｰｳｲﾝｽﾞ 中郷中 キリスト中 助川中 

E 大子中 金砂郷中 台原中     

F 駒王中 佐野中      

※太字は会場担当校です。※太字は会場担当校です。※太字は会場担当校です。※太字は会場担当校です。参加校への送付をお願いします。参加校への送付をお願いします。参加校への送付をお願いします。参加校への送付をお願いします。 

 

ＡグループＡグループＡグループＡグループ    北茨城ｻｯｶｰﾗｸﾞﾋﾞｰ場北茨城ｻｯｶｰﾗｸﾞﾋﾞｰ場北茨城ｻｯｶｰﾗｸﾞﾋﾞｰ場北茨城ｻｯｶｰﾗｸﾞﾋﾞｰ場        （（（（8888 月月月月 21212121 日・日日・日日・日日・日))))    

開始予定時間 対戦カード 開始予定時間 対戦カード 

①8:30～ 松岡中 ００００――――２２２２    大久保中 ⑤12:30～ 常北中 １１１１――――６６６６    駒王中 

②9:30～ 常北中 ００００――――２２２２    坂本中 ⑥13:30～ フレンドリー 

③10:30～ フレンドリー ⑦14:30～ 大久保中 ３３３３――――００００    大子中 

④11:30～ 松岡中 ００００――――４４４４    大子中 ⑧15:30～ 坂本中 未実施未実施未実施未実施    駒王中 

ＢグループＢグループＢグループＢグループ    サンスポーツランド高萩サンスポーツランド高萩サンスポーツランド高萩サンスポーツランド高萩        （（（（8888 月月月月 21212121 日・日）日・日）日・日）日・日）    

開始予定時間 対戦カード 開始予定時間 対戦カード 

①8:30～ 高萩中 ５５５５――――００００    太田中 ⑤12:30～ 附属中 ２２２２――――５５５５    佐野中 

②9:30～ 附属中 ４４４４――――１１１１    平沢中 ⑥13:30～ フレンドリー 

③10:30～ フレンドリー ⑦14:30～ 太田中 １１１１――――２２２２    金砂郷中 

④11:30～ 高萩中 ８８８８――――２２２２    金砂郷中 ⑧15:30～ 平沢中 ００００――――４４４４    佐野中 

ＣグループＣグループＣグループＣグループ    秋山中グランド秋山中グランド秋山中グランド秋山中グランド    （（（（8888 月月月月 21212121 日・日日・日日・日日・日))))    

開始予定時間 対戦カード 開始予定時間 対戦カード 

①8:30～ 秋山中 ４４４４――――００００    世矢中 ⑤12:30～ 秋山中 ００００――――２２２２    台原中 

②9:30～ 勿来 SCS ５５５５――――２２２２    台原中 ⑥13:30～ フレンドリー 

③10:30～ フレンドリー ⑦14:30～ 十王中 ２２２２――――２２２２    勿来 SCS 

④11:30～ 世矢中 ００００――――４４４４    十王中 ⑧15:30～    



 

 

ＤグループＤグループＤグループＤグループ    日高中グランド日高中グランド日高中グランド日高中グランド    （（（（8888 月月月月 21212121 日・日日・日日・日日・日))))                                                                                    

開始予定時間 対戦カード 開始予定時間 対戦カード 

①8:30～ 日高中 ２２２２――――３３３３    泉丘中 ⑤11:50～ 泉丘中 ００００――――２２２２    ﾌｫｰｳｲﾝｽﾞ 

②9:20～ 水府中 ００００――――７７７７    ﾌｫｰｳｲﾝｽﾞ ⑥12:40～ フレンドリー 

③10:10～ フレンドリー ⑦13:20～ 日高中 ００００――――２２２２    ﾌｫｰｳｲﾝｽﾞ 

④11:00～ 日高中 ８８８８――――１１１１    水府中 ⑧14:10～ 泉丘中 ６６６６――――００００    水府中 

ＥグループＥグループＥグループＥグループ    滑川中グランド滑川中グランド滑川中グランド滑川中グランド    （（（（8888 月月月月 21212121 日・日日・日日・日日・日))))    

開始予定時間 対戦カード 開始予定時間 対戦カード 

①8:30～ 滑川中 ６６６６――――００００    峰山中 ⑤11:50～ 峰山中 ００００――――９９９９    中郷中 

②9:20～ 取手一中 ００００――――１１１１    中郷中 ⑥12:40～ フレンドリー 

③10:10～ フレンドリー ⑦13:20～ 滑川中 ３３３３――――１１１１    中郷中 

④11:00～ 滑川中 ２２２２――――３３３３    取手一中 ⑧14:10～ 峰山中 ００００――――６６６６    取手一中 

ＦグループＦグループＦグループＦグループ    久慈中グランド久慈中グランド久慈中グランド久慈中グランド    （（（（8888 月月月月 21212121 日・日日・日日・日日・日))))                                                                                

開始予定時間 対戦カード 開始予定時間 対戦カード 

①8:30～ 久慈中 ４４４４――――００００    豊浦中 ⑤11:50～ 豊浦中 ７７７７――――００００    キリスト中 

②9:20～ 平磯中 ３３３３――――００００    キリスト中 ⑥12:40～ フレンドリー 

③10:10～ フレンドリー ⑦13:20～ 久慈中 ９９９９――――００００    キリスト中 

④11:00～ 久慈中 ２２２２――――００００    平磯中 ⑧14:10～ 豊浦中 ００００――――５５５５    平磯中 

ＧグループＧグループＧグループＧグループ    瑞竜中グランド瑞竜中グランド瑞竜中グランド瑞竜中グランド    （（（（8888 月月月月 21212121 日・日日・日日・日日・日))))                                                                                

開始予定時間 対戦カード 開始予定時間 対戦カード 

①8:30～ 瑞竜中 １１１１――――００００    河原子中 ⑤11:50～ 河原子中 ２２２２――――４４４４    助川中 

②9:20～ 那珂一中 ５５５５――――００００    助川中 ⑥12:40～ フレンドリー 

③10:10～ フレンドリー ⑦13:20～ 瑞竜中 ２２２２――――００００    助川中 

④11:00～ 瑞竜中 １１１１――――００００    那珂一中 ⑧14:10～ 河原子中 ００００――――７７７７    那珂一中 

 

県北フェスティバルへの参加・協力ありがとうございました。 

結果等で不明な点があれば事務局まで連絡ください。 

日立市立日高中学校 三浦 直 

電話 090-4528-0684 FAX0294-43-6519 


