
リーグ１ リーグ13

守谷愛宕 飯富 岩瀬西 水戸二 佐野 波崎四

(南) (中) (西) (中) (中) (東)

リーグ２ リーグ14

鹿野 笠間 滑川 1 2 牛久三 勝田一 助川

(東) (中) (北) (南) (中) (北)

リーグ３ 0 1 リーグ15

東海 十王 城里常北 駒王 桂 茨大附属

(中) (北) (中) (北) (中) (中)

リーグ４ リーグ16

中郷 緑岡 土浦四 2 松岡 勝田二 笠原

(北) (中) (南) (北) (中) (中)

リーグ５ 2 リーグ17

田彦 水戸一 豊浦 玉造 ひたち野うしく 水戸三

(中) (中) (北) 1 (東) (南) (中)

リーグ６ 1 2 リーグ18

神栖三 牛久南 大宮二 伊奈 協和 明峰

(東) (南) (中) 0 2 (南) (西) (中)

リーグ７ リーグ19

水戸四 潮来二 台原 1 勝田三 戸頭 日一附

(中) (東) (北) 1 (中) (南) (北)

リーグ８ リーグ20

石下西 小川南 秋山 1 清真 河原子 那珂四

(西) (中) (北) (東) (北) (中)

リーグ９ 1 リーグ21

竹園東 大島 大宮 下館南 明光 見川

(南) (中) (中) 1 (西) (中) (中)

リーグ10 1 0 リーグ22

神栖二 岩間 常澄 1 東海南 久慈 茨城

(東) (中) (中) (中) (北) (中)

リーグ11 1 1 リーグ23

下館北 友部 桜 並木 千波 波崎三

(西) (中) (南) 2 (南) (中) (東)

リーグ12 0 リーグ24

大久保 内原 石岡 1 泉丘 山方 都和

(北) (中) (南) (北) (中) (南)
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リーグ１ リーグ12

下妻東部 ひたち野うしく 水戸一 神栖二 十王 岩間 那珂湊

(西) (南) (中) (東) (北) (中) (中)

リーグ２ 1 リーグ13

高萩 友部 水戸四 0 牛久南 那珂四 鹿野

(北) (中) (中) (南) (中) (東)

リーグ３ 2 0 リーグ14

勝田三 飯富 玉造 水戸二 並木 大島

(中) (中) (東) 2 (中) (南) (中)

リーグ４ リーグ15

那珂一 日高 下稲吉 2 協和 茨城 松岡

(中) (北) (南) (西) (中) (北)

リーグ５ 1 0 リーグ16

泉丘 美野里 石岡 波崎三 大宮 勝田二

(北) (中) (南) 1 (東) (中) (中)

リーグ６ リーグ17

水戸五 笠間 駒王 2 田彦 日一附 緑岡

(中) (中) (北) (中) (北) (中)

リーグ７ 2 リーグ18

神栖四 城里常北 勝田一 中郷 牛久三 東海南

(東) (中) (中) (北) (南) (中)

リーグ８ 1 0 リーグ19

竹園東 見川 東海 波崎四 友部二 双葉台

(南) (中) (中) 0 1 (東) (中) (中)

リーグ９ 2 リーグ20

佐野 久慈 茨大附属 1 助川 霞ヶ浦 千波

(中) (北) (中) 0 (北) (南) (中)

リーグ10 0 リーグ21

磯原 神栖三 笠原 国府 河原子 小川南

(北) (東) (中) 1 (南) (北) (中)

リーグ11 リーグ22

下館西 那珂三 藤代 1 国田義教 岩瀬西 波崎一

(西) (中) (南) 1 (中) (西) (東)
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リーグ１ リーグ１３

守谷愛宕 飯富 岩瀬西 水戸二 佐野 波崎四

守谷愛宕 ○3-0 ○3-0 水戸二 ○3-1 ○3-0

飯富 ×0-3 ×2-3 佐野 ×1-3 ×2-3

岩瀬西 ×0-3 ○3-2 波崎四 ×0-3 ○3-2

リーグ２ リーグ１４

鹿野 笠間 滑川 牛久三 勝田一 助川

鹿野 ○3-2 ○3-2 牛久三 ○3-0 ×1-3

笠間 ×2-3 ×2-3 勝田一 ×0-3 ○3-1

滑川 ×2-3 ○3-2 助川 ○3-1 ×1-3

リーグ３ リーグ１５

東海 十王 城里常北 駒王 桂 茨大附属

東海 ○3-2 ○3-1 駒王 ×1-3 ○3-1

十王 ×2-3 ○3-1 桂 ○3-1 ○3-1

城里常北 ×1-3 ×1-3 茨大附属 ×1-3 ×1-3

リーグ４ リーグ１６

中郷 緑岡 土浦四 松岡 勝田二 笠原

中郷 ○3-1 ○3-0 松岡 ○3-1 ○3-0

緑岡 ×1-3 ×0-3 勝田二 ×1-3 ○3-0

土浦四 ×0-3 ○3-0 笠原 ×0-3 ×0-3

リーグ５ リーグ１７

田彦 水戸一 豊浦 玉造 ひたち野うしく 水戸三

田彦 ○3-1 ○3-1 玉造 ×2-3 ×2-3

水戸一 ×1-3 ○3-0 ひたち野うしく ○3-2 ○3-1

豊浦 ×1-3 ×0-3 水戸三 ○3-2 ×1-3

リーグ６ リーグ１８

神栖三 牛久南 大宮二 伊奈 協和 明峰

神栖三 ○3-2 ○3-2 伊奈 ○3-1 ○3-1

牛久南 ×2-3 ×1-3 協和 ×1-3 ×1-3

大宮二 ×2-3 ○3-1 明峰 ×1-3 ○3-1

リーグ７ リーグ１９

水戸四 潮来二 台原 勝田三 戸頭 日一附

水戸四 ○3-1 ○3-0 勝田三 ○3-0 ○3-2

潮来二 ×1-3 ○3-0 戸頭 ×0-3 ○3-1

台原 ×0-3 ×0-3 日一附 ×2-3 ×1-3

リーグ８ リーグ２０

石下西 小川南 秋山 清真 河原子 那珂四

石下西 ○3-0 ○3-1 清真 ○3-0 ×2-3

小川南 ×0-3 ×2-3 河原子 ×0-3 ×0-3

秋山 ×1-3 ○3-2 那珂四 ○3-2 ○0-3

リーグ９ リーグ２１

竹園東 大島 大宮 下館南 明光 見川

竹園東 下館南 ○3-0 ○3-0

大島 ○3-1 明光 ×0-3 ○3-2

大宮 ×1-3 見川 ×0-3 ×2-3

リーグ１０ リーグ２２

神栖二 岩間 常澄 東海南 久慈 茨城

神栖二 ○3-2 ×2-3 東海南 ○3-1 ○3-0

岩間 ×2-3 ×1-3 久慈 ×1-3 ○3-2

常澄 ○3-2 ○3-1 茨城 ×0-3 ×2-3

リーグ１１ リーグ２３

下館北 友部 桜 並木 千波 波崎三

下館北 ○3-0 並木 ×1-3 ×1-3

友部 ×0-3 千波 ○3-1 ○3-2

桜 波崎三 ○3-1 ×2-3

リーグ１２ リーグ２４

大久保 内原 石岡 泉丘 山方 都和

大久保 ○3-0 ○3-0 泉丘 ○3-0 ○3-2

内原 ×0-3 ×1-3 山方 ×0-3 ×1-3

石岡 ×0-3 ○3-1 都和 ×2-3 ○3-1
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リーグ１ リーグ１２

下妻東部 ひたち野うしく 水戸一 神栖二 十王 岩間 那珂湊

下妻東部 ○3-0 ○3-0 ○3-0 十王 ○3-0 ○3-0

ひたち野うしく ×0-3 ○3-1 ○3-0 岩間 ×0-3 ○3-0

水戸一 ×0-3 ×1-3 ○3-0 那珂湊 ×0-3 ×0-3

神栖二 ×0-3 ×0-3 ×0-3

リーグ２ リーグ１３

高萩 友部 水戸四 牛久南 那珂四 鹿野

高萩 ×2-3 ×1-3 牛久南 ○3-2 ×1-3

友部 ○3-2 ×1-3 那珂四 ×2-3 ○3-2

水戸四 ○3-1 ○3-1 鹿野 ○3-1 ×2-3

リーグ３ リーグ１４

勝田三 飯富 玉造 水戸二 並木 大島

勝田三 ×1-3 ○3-0 水戸二 ○3-0 ○3-1

飯富 ○3-1 ○3-0 並木 ×0-3 ○3-1

玉造 ×0-3 ×0-3 大島 ×1-3 ×1-3

リーグ４ リーグ１５

那珂一 日高 下稲吉 協和 茨城 松岡

那珂一 ○3-0 ○3-0 協和 ○3-0 ○3-0

日高 ×0-3 ×1-3 茨城 ×0-3 ×0-3

下稲吉 ×0-3 ○3-1 松岡 ×0-3 ○3-0

リーグ５ リーグ１６

泉丘 美野里 石岡 波崎三 大宮 勝田二

泉丘 ○3-1 ○3-0 波崎三 ×1-3 ×1-3

美野里 ×1-3 ○3-0 大宮 ○3-1 ×1-3

石岡 ×0-3 ×0-3 勝田二 ○3-1 ○3-1

リーグ６ リーグ１７

水戸五 笠間 駒王 田彦 日一附 緑岡

水戸五 ○3-0 ○3-1 田彦 ○3-0 ○3-0

笠間 ×0-3 ○3-2 日一附 ×0-3 ×1-3

駒王 ×1-3 ×2-3 緑岡 ×0-3 ○3-1

リーグ７ リーグ１８

神栖四 城里常北 勝田一 中郷 牛久三 東海南

神栖四 ○3-0 ○3-0 中郷 ○3-0 ○3-0

城里常北 ×0-3 ×2-3 牛久三 ×0-3 ○3-1

勝田一 ×0-3 ○3-2 東海南 ×0-3 ×1-3

リーグ８ リーグ１９

竹園東 見川 東海 波崎四 友部二 双葉台

竹園東 波崎四 ○3-0 ○3-0

見川 ○3-0 友部二 ×0-3 ×1-3

東海 ×0-3 双葉台 ×0-3 ○3-1

リーグ９ リーグ２０

佐野 久慈 茨大附属 助川 霞ヶ浦 千波

佐野 ○3-0 ○3-1 助川 ○3-1 ○3-0

久慈 ×0-3 ○3-1 霞ヶ浦 ×1-3 ○3-0

茨大附属 ×1-3 ×1-3 千波 ×0-3 ×0-3

リーグ１０ リーグ２１

磯原 神栖三 笠原 国府 河原子 小川南

磯原 ○3-1 ○3-0 国府 ×1-3 ○3-2

神栖三 ×1-3 ○3-1 河原子 ○3-1 ○3-1

笠原 ×0-3 ×1-3 小川南 ×2-3 ×1-3

リーグ１１ リーグ２２

下館西 那珂三 藤代 国田義教 岩瀬西 波崎一

下館西 ○3-0 ○3-0 国田義教 ○3-0 ○3-0

那珂三 ×0-3 ○3-0 岩瀬西 ×0-3 ○3-1

藤代 ×0-3 ×0-3 波崎一 ×0-3 ×1-3
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