
節 月日 試合時間 会　　場 備考

4月11日 10:00 グロースFC vs 秋田東中 男鹿総合運動公園球技場

4月11日 10:00 BB秋田セカンド vs 由利中 由利中サッカー場

4月11日 10:00 美郷中 vs 横手FC 美郷中サッカー場

4月11日 10:00 象潟中 vs 羽城中 象潟グランド

4月29日 10:00 グロースFC vs 由利中 大潟村サンルーラル

4月29日 13:00 BB秋田セカンド vs 横手FC 美郷中サッカー場

4月29日 10:00 美郷中 vs 羽城中 美郷中サッカー場

4月29日 10:00 象潟中 vs 秋田東中 象潟グランド

5月2日 10:00 グロースFC vs 横手FC 大潟村サンルーラル

5月2日 13:00 BB秋田セカンド vs 羽城中 美郷中サッカー場

5月2日 10:00 美郷中 vs 秋田東中 美郷中サッカー場

※５／２３ 10:00 象潟中 vs 由利中 由利中サッカー場 ※５月23日に実施

※４／１９ 10:00 グロースFC vs 羽城中 大潟村サンルーラル ※4月19日に実施

5月9日 13:00 BB秋田セカンド vs 秋田東中 美郷中サッカー場

※４／１8 10:00 美郷中 vs 由利中 美郷中サッカー場 ※4月18日に実施

※４／１8 10:00 象潟中 vs 横手FC 象潟グランド ※4月18日に実施

6月13日 10:00 グロースFC vs 美郷中 大潟村サンルーラル

6月13日 10:00 BB秋田セカンド vs 象潟中 象潟グランド

6月13日 13:00 秋田東中 vs 横手FC 象潟グランド

※6／6 10:00 由利中 vs 羽城中 由利中サッカー場 ※6月6日に実施

7月4日 10:00 グロースFC vs 象潟中 大潟村サンルーラル

※5／30 10:00 BB秋田セカンド vs 美郷中 美郷中サッカー場 ※5月30日に実施

7月4日 10:00 秋田東中 vs 羽城中 羽城中

7月4日 10:00 由利中 vs 横手FC 由利中サッカー場

7月11日 10:00 グロースFC vs BB秋田セカンド 男鹿マリンパーク

7月11日 10:00 美郷中 vs 象潟中 美郷中サッカー場

7月11日 10:00 秋田東中 vs 由利中 由利中サッカー場

7月11日 10:00 横手FC vs 羽城中 十五野運動公園

8月1日 10:00 秋田東中 vs グロースFC 大潟村サンルーラル

8月1日 10:00 由利中 vs BB秋田セカンド 由利中サッカー場

8月1日 10:00 横手FC vs 美郷中 十五野運動公園

8月1日 10:00 羽城中 vs 象潟中 羽城中

8月8日 10:00 由利中 vs グロースFC 大潟村サンルーラル

8月8日 10:00 横手FC vs BB秋田セカンド 十五野運動公園

8月8日 10:00 羽城中 vs 美郷中 羽城中

8月8日 10:00 秋田東中 vs 象潟中 象潟グランド

8月29日 10:00 横手FC vs グロースFC 男鹿運動公園球技場

8月29日 10:00 羽城中 vs BB秋田セカンド 羽城中

8月29日 10:00 秋田東中 vs 美郷中 美郷中サッカー場

8月29日 10:00 由利中 vs 象潟中 由利中サッカー場

※9／13 10:00 羽城中 vs グロースFC 大潟村サンルーラル ※9月13日に実施

9月5日 13:00 秋田東中 vs BB秋田セカンド 由利中サッカー場

9月5日 10:00 由利中 vs 美郷中 由利中サッカー場

※9／13 10:00 横手FC vs 象潟中 十五野運動公園 ※9月13日に実施

9月21日 10:00 美郷中 vs グロースFC 大潟村サンルーラル

9月21日 10:00 象潟中 vs BB秋田セカンド 象潟グランド

9月21日 10:00 横手FC vs 秋田東中 十五野運動公園

9月21日 10:00 羽城中 vs 由利中 羽城中

※10/12 象潟中 vs グロースFC 男鹿運動公園球技場 ※１0月12日に実施

10月3日 美郷中 vs BB秋田セカンド 美郷中サッカー場

※10/12 羽城中 vs 秋田東中 羽城中 ※１0月12日に実施

※10/12 横手FC vs 由利中 十五野運動公園 ※１0月12日に実施

10月10日 BB秋田セカンド vs グロースFC 男鹿運動公園球技場

※9／19 象潟中 vs 美郷中 象潟グランド ※9月19日に実施

10月10日 由利中 vs 秋田東中 由利中サッカー場

10月10日 羽城中 vs 横手FC 羽城中

11月8日 vs 八橋陸上競技場

11月14日 vs 八橋陸上競技場

11月21日 vs スペースプロジェクトＤＦ
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