
節 月日 試合時間 会　　場 備考

4月11日 11:30 神岡FC vs 本荘北中 本荘北中

4月12日 10:00 泉中 vs FCあきたC 泉中

4月11日 10:00 城東中 vs 湯沢FC 城東中

4月11日 10:00 城南中 vs 本荘東中 本荘北中

4月29日 11:30 神岡FC vs FCあきたC 本荘北中

10:00 泉中 vs 湯沢FC 泉中

11:30 城東中 vs 本荘東中 泉中

10:00 城南中 vs 本荘北中 本荘北中

5月4日 未定 神岡FC vs 湯沢FC 鹿角市陸上競技場

5月2日 10:00 泉中 vs 本荘東中 泉中

5月2日 10:00 城東中 vs 本荘北中 本荘北中

5月2日 11:30 城南中 vs FCあきたC 本荘北中

5月9日 10:00 神岡FC vs 本荘東中 本荘東中

未定 10:00 泉中 vs 本荘北中 泉中

5月10日 11:30 城東中 vs FCあきたC 泉中

5月9日 11:30 城南中 vs 湯沢FC 本荘東

6月13日 10:00 神岡FC vs 城東中 中川原Ｇ

11:30 泉中 vs 城南中 本荘北中

10:00 本荘北中 vs 湯沢FC 本荘北中

11:30 FCあきたC vs 本荘東中 中川原Ｇ

7月4日 10:00 神岡FC vs 城南中 中川原Ｇ

11:30 泉中 vs 城東中 中川原Ｇ

10:00 本荘北中 vs 本荘東中 本荘北中

11:30 FCあきたC vs 湯沢FC 本荘北中

7月11日 10:00 神岡FC vs 泉中 中川原Ｇ

11:30 城東中 vs 城南中 中川原Ｇ

10:00 本荘北中 vs FCあきたC 本荘北中

10:00 湯沢FC vs 本荘東中 松ノ木Ｇ

9月12日 10:00 本荘北中 vs 神岡FC 中川原Ｇ

8月1日 9:00 FCあきたC vs 泉中 新屋Ｇ

10月24日 11:30 湯沢FC vs 城東中 中川原Ｇ

8月1日 10:00 本荘東中 vs 城南中 本荘東中

8月8日 10:00 FCあきたC vs 神岡FC 中川原Ｇ

11:30 湯沢FC vs 泉中 中川原Ｇ

11:30 本荘東中 vs 城東中 本荘北中

10:00 本荘北中 vs 城南中 本荘北中

8月29日 10:00 湯沢FC vs 神岡FC 中川原Ｇ

11:30 本荘東中 vs 泉中 本荘北中

10:00 本荘北中 vs 城東中 本荘北中

11:30 FCあきたC vs 城南中 中川原Ｇ

9月5日 10:00 本荘東中 vs 神岡FC 中川原Ｇ

9月5日 10:00 本荘北中 vs 泉中 本荘北中

9月5日 11:30 FCあきたC vs 城東中 中川原Ｇ

9月12日 11:30 湯沢FC vs 城南中 中川原Ｇ

9月21日 10:00 城東中 vs 神岡FC 中川原Ｇ

11:30 城南中 vs 泉中 中川原Ｇ

10:00 湯沢FC vs 本荘北中 松ノ木Ｇ

10:00 本荘東中 vs FCあきたC 新屋Ｇ　or　本荘東中

9月19日 10:00 城南中 vs 神岡FC 中川原Ｇ

11:30 城東中 vs 泉中 中川原Ｇ

10:00 本荘東中 vs 本荘北中 本荘北中

11:30 湯沢FC vs FCあきたC 本荘北中

10月24日 10:00 泉中 vs 神岡FC 中川原Ｇ

10月10日 10:00 城南中 vs 城東中 城東中

10月10日 10:00 FCあきたC vs 本荘北中 本荘北中

10月10日 11:30 本荘東中 vs 湯沢FC 本荘北中

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

高円宮杯Ｕ－１５サッカーリーグ２０１５秋田県スギッチリーグ(2部B)

対戦

北東北みちのくリー
グの入れ替え戦要項
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