荒谷台スポーツ少年団
荒谷台ＦＣ
石神サッカースポーツ少年団
稲田サッカースポーツ少年団
茨城南スポーツ少年団
岩間ジュニアサッカー少年団
瓜連サッカースポーツ少年団
ＦＣ笠間
ＦＣ．クレアティーボ
ＦＣリリー
ＦＣヴェレン大洗 Ｕ－１２
大洗町サッカースポーツ少年団
大戸サッカースポーツ少年団
大宮サッカースポーツ少年団
小川サッカースポーツ少年団
小川ジュベニールフットボールクラブ
小瀬スポーツ少年団
小美玉レディース
笠原サッカースポーツ少年団
笠間サッカースポーツ少年団
勝倉サッカースポーツ少年団
桂サッカースポーツ少年団
上中妻サッカースポーツ少年団
木崎サッカースポーツ少年団
高野サッカースポーツ少年団
高野フットボールクラブ

佐野サッカースポーツ少年団
ＺＡＮＪＡＲＲＯＺ ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＣＬＵＢ 水戸

新荘常磐サッカースポーツ少年団
城東サッカースポーツ少年団
常北サッカースポーツ少年団
スポーツ少年団堅倉フットボールクラブ

ＳＣ笠原
セレソンサッカースポーツ少年団
竹原サッカースポーツ少年団
橘サッカー少年団
田彦サッカースポーツ少年団
玉里少年サッカークラブ
大子サッカースポーツ少年団
津田サッカースポーツ少年団
常澄サッカースポーツ少年団
照沼サッカースポーツ少年団
友部サッカー．スポーツ少年団
那珂フットボールクラブ
那珂フットボールクラブジュニオール
那珂フットボールクラブレッド
中丸サッカースポーツ少年団
長岡スポーツ少年団
納場サッカースポーツ少年団
羽鳥サッカースポーツ少年団
浜田サッカースポーツ少年団
ひたちなかガールズ

涸沼サッカースポーツ少年団
平磯サッカースポーツ少年団
舟石川サッカースポーツ少年団
プリティー３１０ リーベ
プリンセスリリー
プルチーノＦＣ
ポルターラ水戸Ｓ．Ｃ
ｍａｌｖａ ｉｂａｒａｋｉ ｆｃ
見川ＳＣ
水戸サッカースポーツ少年団
水戸市石川サッカースポーツ少年団
水戸市内原サッカースポーツ少年団
水戸市五軒サッカースポーツ少年団
水戸市双葉台サッカースポーツ少年団

水戸市堀原サッカースポーツ少年団
水戸市見川サッカースポーツ少年団
水戸市吉田サッカースポーツ少年団
水戸市渡里サッカースポーツ少年団
水戸ホーリーホック ＥＩＫＯ ジュニア
緑岡サッカースポーツ少年団
湊第一サッカースポーツ少年団
湊第三サッカースポーツ少年団
湊第二サッカースポーツ少年団
六ツ野サッカースポーツ少年団
山方サッカースポーツ少年団
吉田ケ丘サッカースポーツ少年団
Ｒｏｓｓａｒｄｏｒ ひたちなか フットボール フットサル クラブ

青柳ＥＦＣスポーツ少年団
息栖サッカースポーツ少年団
潮来スポーツ少年団
牛堀サッカースポーツ少年団
ＦＣ麻生
ＦＣ北浦
ＦＣ ＣＲＥＳＣＥＲ ＫＡＳＨＩＭＡ
ＦＣドルフィン大洋少年団
大野サッカースポーツ少年団
大野原ＳＳＳ
鹿島アントラーズジュニア

鹿島サッカースポーツ少年団
軽野サッカースポーツ少年団
軽野東サッカースポーツ少年団
高松小サッカースポーツ少年団
武田ＳＳＳ
玉造ＦＣ
津知スポーツ少年団
豊郷サッカースポーツ少年団
土合フットボールクラブ
土合フットボールクラブ１９８５
波野サッカースポーツ少年団

延方スポーツ少年団
波崎太田ＦＣ
鉢形サッカースポーツ少年団
日の出スポーツ少年団サッカー部
平井サッカースポーツ少年団
フォルサ若松ＦＣ
フットボールクラブ波崎
鉾田サッカースポーツ少年団
三笠小サッカースポーツ少年団
横瀬サッカースポーツ少年団

あけのＳＳ
イーレクス古河ＦＣ
岩井オーレＦＣ

ＧＯＫＡ ＪＦＣ
五所サッカースポーツ少年団
境町サッカー少年団
坂戸サッカースポーツ少年団
桜川ガールズフットボールクラブ
さしまサッカースポーツ少年団
三和クリアンサス
三和サッカースポーツ少年団

竹島サッカースポーツ少年団
筑西ネストＳＭＣ
中サッカースポーツ少年団
長須ＳＳＳ
七重サッカースポーツ少年団
バンビーノサッカークラブ
フェニックスフットボールクラブ
フェニックスＦＣネクスト
フットボールクラブ古河二
フットボールクラブ古河二２０１３
古里サッカークラブ
真壁ジュニオール
水海道サッカースポーツ少年団
南飯田サッカースポーツ少年団
谷貝ＦＣ
八千代ＪＦＣ

岩瀬エルマンダＦＯＯＴＢＡＬＬ ＣＬＵＢ

江川サッカースポーツ少年団
エスペランサ総和フットボールクラブ
Ｍ．Ｉ．Ｃ Ｆｏｏｔｂａｌｌ Ｃｌｕｂ
ＭＦＣ三妻
大田サッカースポーツ少年団
きたぐりユナイテッドＦＣ
絹川サッカースポーツ少年団
協和フットボールクラブ
古河 ＡＺＵＬ ＳＯＣＣＥＲ ＣＬＵＢ
古河インテルＦＣ
古河ＳＳ
古河ＳＣ

下館小あしかびスポーツ少年団サッカー部

下館南サッカースポーツ少年団
下妻サッカースポーツ少年団
下妻フットボールクラブ１９８４
ＪＳＣしもつま
スペリオール桜川
関城イースターズ
セントラルフットボールクラブ

古河 ＳＥＶＥＮ ＦＣ
古河中央サッカースポーツ少年団
古河なでしこＦＣ
ＫＯＢＵＳＨＩ Ｆ．Ｃ

総和南フットボールクラブ

八千代町サッカー少年団
結城ＷＥＳＴ
結城小サッカースポーツ少年団
結城南ＪＦＣ

ＩＢＬジュニアサッカークラブ
朝日ヴィントサッカースポーツ少年団
アセノサッカークラブ
吾妻サッカークラブ
阿見フットボールクラブ
石岡東フットボールクラブ
板橋フットボールクラブ
ウィンズＳＣ土浦
ウイングス北関東
ウインズＦＣ土浦
牛久二小サッカースポーツ少年団
牛久フットボールクラブ
江戸崎サッカースポーツ少年団
ＦＣ．ＡＬＬＥＧＲＩＡ
ＦＣ石岡
ＦＣ Ｗｉｌｌ
ＦＣ大穂パルセンテ
ＦＣ．Ｂａｌｚｏ
ＦＣサントス美浦
桜南ファイターズサッカークラブ
大穂東サッカークラブ
岡田フットボールクラブ
乙戸サッカークラブ
鹿島アントラーズつくばジュニア
霞ヶ浦サッカースポーツ少年団
神谷サッカースポーツ少年団
河内サッカースポーツ少年団
茎崎ブレイズＦＣ

くわがたＦＣ
光風台イレブン
桜フットボールクラブ
サンダーズフットボールクラブ
新利根ＦＣビートルズ
ＧＢＣ土浦サッカー少年団
常総アイデンティＵ１２ Ｓｐｅｃｉａｌ
常総アイデンティＵ－１２
高崎サッカースポーツ少年団
竹園西フットボールクラブ
竹園東フットボールクラブ
第３フットボールクラブ
千代田サッカー少年団

新治サッカークラブ
二の宮フットボールクラブ
白山ジュニアサッカークラブ
ばらきサッカークラブ
パルチーダＦ．Ｃ．竜ヶ崎
ひたち野ＲＥＩＳＥフットボールクラブ
ＦＵＮサッカークラブ

秋山サッカースポーツ少年団
磯原ＦＣ
ＦＣ アドバンス
大久保サッカー少年団
会瀬サッカースポーツ少年団
大沼サッカースポーツ少年団
金沢サッカースポーツ少年団
久慈東小沢サッカースポーツ少年団
久米サッカースポーツ少年団
久米サッカースポーツ少年団ガールズ
坂本サッカースポーツ少年団
十王サッカークラブ

つくばスポーツクラブ・スポーツ少年団

つくばフットボールクラブガールズ
土浦小サッカースポーツ少年団たまきタートルフットボールクラブ

土浦第二小学校サッカースポーツ少年団

手代木サッカークラブ
デルソル石岡フットボールクラブ
東光台サッカークラブ
利根キッカーズ
とりで倶楽部
とりで倶楽部ドリーム
中根サッカークラブ
中根フットボールクラブ
並木フットボールクラブ
馴柴サッカースポーツ少年団

水府サッカースポーツ少年団
助川サッカースポーツ少年団
諏訪サッカースポーツ少年団
精華サッカースポーツ少年団
世矢サッカークラブ
高萩・翼サッカースポーツ少年団
田尻サッカースポーツ少年団
豊浦サッカースポーツ少年団
中小路サッカースポーツ少年団
中郷ＦＣ
滑川サッカースポーツ少年団
成沢サッカー少年団

Ｆｏｏｔｂａｌｌ Ｃｌｕｂ ＲＥＧＩＳＴＡ ＴＳＵＫＵＢＡ

フットボールクラブ郷州
フットボールクラブ北条
舟島フレンドシッパーズＳＣ
Ｆｒｅｅｄｏｍ Ｓ．Ｃ．
ＭＡＥＮＯ Ｄ２Ｃ サッカースポーツ少年団

真鍋ＦＣ
宮和田サッカークラブ
宮和田フットボールクラブ
向台サッカースポーツ少年団
守谷ジュニアフットボールクラブ
八郷ＳＳ
谷田部フットボールクラブ
八原サッカースポーツ少年団
谷和原フットボールクラブ小絹
谷和原フットボールクラブ谷原
吉沼エフシープリマーリオ
龍ヶ崎大宮サッカースポーツ少年団
龍ケ崎サッカースポーツ少年団
龍ケ崎ペレグリンジュニアフットボールクラブ

塙山サッカースポーツ少年団
東小沢ＦＣバンビーナ
日立ＦＣレディースＵ－１２
常陸太田サッカースポーツ少年団
日高田尻サッカースポーツ少年団
平潟サッカー少年団
フットボールクラブ 日立
松岡サッカースポーツ少年団
水木・河原子・大みかサッカー少年団
宮田サッカースポーツ少年団
ゆなごサッカー少年団

