
節 月日 試合時間 会　　場 備考

4月11日 10:00 スポルティフ秋田 vs 土崎中 スポルティフタウン

4月11日 9:00 仁賀保中 vs FCあきたB 仁賀保中Ｇ

4月11日 10:00 秋田ロク vs BTO・鹿角FC 大館市Ｇ

4月11日 10:00 飯島中 vs 西目中 飯島中Ｇ

5月4日 10:00 スポルティフ秋田 vs FCあきたB スポルティフタウン

4月29日 10:00 仁賀保中 vs BTO・鹿角FC 仁賀保中Ｇ

4月29日 10:00 秋田ロク vs 西目中 西目中Ｇ

4月24日 10:00 飯島中 vs 土崎中 八橋第２球技場

5月2日 10:00 スポルティフ秋田 vs BTO・鹿角FC スポルティフタウン

5月23日 10:00 仁賀保中 vs 西目中 西目中Ｇ

10:00 秋田ロク vs 土崎中 調整中

5月2日 10:00 飯島中 vs FCあきたB 飯島中Ｇ

5月30日 10:00 スポルティフ秋田 vs 西目中 調整中

5月9日 10:00 仁賀保中 vs 土崎中 仁賀保中Ｇ

10:00 秋田ロク vs FCあきたB 調整中

5月24日 10:00 飯島中 vs BTO・鹿角FC 飯島中Ｇ

6月13日 10:00 スポルティフ秋田 vs 秋田ロク 調整中

10:00 仁賀保中 vs 飯島中 日程・会場調整中

10:00 土崎中 vs BTO・鹿角FC 日程・会場調整中

10:00 FCあきたB vs 西目中 日程・会場調整中

7月4日 10:00 スポルティフ秋田 vs 飯島中 調整中

6月20日 10:00 仁賀保中 vs 秋田ロク 仁賀保中Ｇ

7月4日 10:00 土崎中 vs 西目中 西目中Ｇ

7月4日 10:00 FCあきたB vs BTO・鹿角FC 調整中

7月11日 10:00 スポルティフ秋田 vs 仁賀保中 スポルティフタウン

7月11日 10:00 秋田ロク vs 飯島中 飯島中Ｇ

7月11日 10:00 土崎中 vs FCあきたB 調整中

7月11日 10:00 BTO・鹿角FC vs 西目中 鹿角市Ｇ

8月1日 10:00 土崎中 vs スポルティフ秋田 調整中

8月1日 10:00 FCあきたB vs 仁賀保中 新屋Ｇ

8月1日 10:00 BTO・鹿角FC vs 秋田ロク 大館市Ｇ

8月1日 10:00 西目中 vs 飯島中 西目中Ｇ

8月8日 10:00 FCあきたB vs スポルティフ秋田 調整中

8月8日 10:00 BTO・鹿角FC vs 仁賀保中 大館市Ｇ

8月8日 10:00 西目中 vs 秋田ロク 西目中Ｇ

8月8日 10:00 土崎中 vs 飯島中 飯島中Ｇ

10:00 BTO・鹿角FC vs スポルティフ秋田 鹿角市Ｇ 8/22.23のどちらかで

8月29日 10:00 西目中 vs 仁賀保中 西目中Ｇ

8月29日 10:00 土崎中 vs 秋田ロク 西目中Ｇ

8月29日 10:00 FCあきたB vs 飯島中 雄和Ｇ（？）

9月5日 10:00 西目中 vs スポルティフ秋田 西目中Ｇ

9月5日 10:00 土崎中 vs 仁賀保中 仁賀保中Ｇ

9月5日 10:00 FCあきたB vs 秋田ロク スポパーク

9月5日 10:00 BTO・鹿角FC vs 飯島中 飯島中Ｇ

9月21日 10:00 秋田ロク vs スポルティフ秋田 調整中

9月21日 10:00 飯島中 vs 仁賀保中 飯島中Ｇ

9月21日 10:00 BTO・鹿角FC vs 土崎中 大館市Ｇ

9月21日 10:00 西目中 vs FCあきたB 西目中Ｇ

10月3日 10:00 飯島中 vs スポルティフ秋田 飯島中Ｇ

11月11日 10:00 秋田ロク vs 仁賀保中 調整中

10月3日 10:00 西目中 vs 土崎中 調整中

10月4日 10:00 BTO・鹿角FC vs FCあきたB 鹿角市Ｇ

10月10日 10:00 仁賀保中 vs スポルティフ秋田 仁賀保中Ｇ

10月10日 10:00 飯島中 vs 秋田ロク 飯島中Ｇ

10月10日 10:00 FCあきたB vs 土崎中 調整中

10月10日 10:00 西目中 vs BTO・鹿角FC 調整中

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(１部)
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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月23日 10:00 象潟中 vs 由利中 由利中サッカー場

4月19日 10:00 グロースFC vs 羽城中 大潟村サンルーラル

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月18日 10:00 美郷中 vs 由利中 美郷中サッカー場

4月18日 10:00 象潟中 vs 横手FC

グロースFC vs 美郷中 日程・会場調整中

BB秋田セカンド vs 象潟中 日程・会場調整中

秋田東中 vs 横手FC 日程・会場調整中

6月6日 10:00 由利中 vs 羽城中 由利中サッカー場

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月30日 10:00 BB秋田セカンド vs 美郷中 美郷中サッカー場

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月13日 10:00 羽城中 vs グロースFC 大潟村サンルーラル

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月13日 10:00 横手FC vs 象潟中 十五野運動公園

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月12日 象潟中 vs グロースFC 男鹿運動公園球技場

10月3日 美郷中 vs BB秋田セカンド 美郷中サッカー場

10月12日 羽城中 vs 秋田東中 羽城中

10月12日 横手FC vs 由利中 十五野運動公園

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月19日 象潟中 vs 美郷中 象潟グランド

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

入
替
戦

北東北みちのくリー
グ
の入れ替え戦要項に
より、後日決定
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第4節



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

4月29日 10:00 泉中 vs 湯沢FC 泉中

4月29日 11:30 城東中 vs 本荘東中 泉中

4月29日 10:00 城南中 vs 本荘北中 本荘北中

5月4日 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

10:00 泉中 vs 本荘北中 泉中 日程調整中

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

10:00 神岡FC vs 城東中 日程・会場調整中

11:30 泉中 vs 城南中 日程・会場調整中

6月13日 10:00 本荘北中 vs 湯沢FC 本荘北中

6月13日 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

7月4日 11:30 泉中 vs 城東中 中川原Ｇ

7月4日 10:00 本荘北中 vs 本荘東中 本荘北中

7月4日 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

7月11日 11:30 城東中 vs 城南中 中川原Ｇ

7月11日 10:00 本荘北中 vs FCあきたC 本荘北中

7月11日 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

8月8日 11:30 湯沢FC vs 泉中 中川原Ｇ

8月8日 11:30 本荘東中 vs 城東中 本荘北中

8月8日 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

8月29日 11:30 本荘東中 vs 泉中 本荘北中

8月29日 10:00 本荘北中 vs 城東中 本荘北中

8月29日 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

9月21日 11:30 城南中 vs 泉中 中川原Ｇ

9月21日 10:00 湯沢FC vs 本荘北中 松ノ木Ｇ

9月21日 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

10月3日 11:30 城東中 vs 泉中 中川原Ｇ

10月3日 10:00 本荘東中 vs 本荘北中 本荘北中

10月3日 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
により、後日決定
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節 月日 試合時間 会　　場 備考

4月11日 外旭川中 vs 秋田北中 天王南中学校

4月11日 天王中 vs 天王南中 天王南中学校

5月23日 大館一中 vs ＳＣ　ＭＡＸ 能代河川敷

5月28日 グロースFCB vs Lキッカーズ 大潟村

4月29日 外旭川中 vs 天王南中 天王中学校

4月29日 天王中 vs ＳＣ　ＭＡＸ 天王中学校

4月29日 大館一中 vs Lキッカーズ 鷹巣高校グランド

4月29日 グロースFCB vs 秋田北中 大潟村

5月2日 外旭川中 vs ＳＣ　ＭＡＸ 天王中学校

5月2日 天王中 vs Lキッカーズ 天王中学校

5月2日 大館一中 vs 秋田北中 天王中学校

5月2日 グロースFCB vs 天王南中 大潟村

5月23日 外旭川中 vs Lキッカーズ 鷹巣高校グランド

5月9日 天王中 vs 秋田北中 天王中学校

5月4日 大館一中 vs 天王南中 天王南中学校

5月25日 グロースFCB vs ＳＣ　ＭＡＸ 大潟村

6月13日 外旭川中 vs 大館一中 天王南中学校

天王中 vs グロースFCB 大潟村 日程調整中

6月13日 秋田北中 vs ＳＣ　ＭＡＸ 能代河川敷

6月13日 天王南中 vs Lキッカーズ 天王南中学校

7月4日 外旭川中 vs グロースFCB 大潟村

7月4日 天王中 vs 大館一中 天王南中学校

7月4日 秋田北中 vs Lキッカーズ 天王南中学校

7月4日 天王南中 vs ＳＣ　ＭＡＸ 天王南中学校

7月11日 外旭川中 vs 天王中 天王中学校

7月11日 大館一中 vs グロースFCB 男鹿マリンパーク

7月11日 秋田北中 vs 天王南中 天王中学校

7月11日 ＳＣ　ＭＡＸ vs Lキッカーズ 能代河川敷

8月1日 秋田北中 vs 外旭川中 天王南中学校

8月1日 天王南中 vs 天王中 天王南中学校

8月1日 ＳＣ　ＭＡＸ vs 大館一中 天王南中学校

8月1日 Lキッカーズ vs グロースFCB 大潟村

8月8日 天王南中 vs 外旭川中 天王南中学校

8月8日 ＳＣ　ＭＡＸ vs 天王中 能代河川敷

8月8日 Lキッカーズ vs 大館一中 鷹巣高校グランド

8月8日 秋田北中 vs グロースFCB 大潟村

8月29日 ＳＣ　ＭＡＸ vs 外旭川中 能代河川敷

8月29日 Lキッカーズ vs 天王中 天王中学校

8月29日 秋田北中 vs 大館一中 天王中学校

8月29日 天王南中 vs グロースFCB 男鹿陸上競技場

9月5日 Lキッカーズ vs 外旭川中 鷹巣高校グランド

10月3日 秋田北中 vs 天王中 天王中学校

9月12日 天王南中 vs 大館一中 天王南中学校

9月13日 ＳＣ　ＭＡＸ vs グロースFCB 大潟村

9月21日 大館一中 vs 外旭川中 天王中学校

9月21日 グロースFCB vs 天王中 大潟村

9月21日 ＳＣ　ＭＡＸ vs 秋田北中 天王中学校

9月21日 Lキッカーズ vs 天王南中 天王中学校

10月3日 グロースFCB vs 外旭川中 男鹿球技場

9月26日 大館一中 vs 天王中 天王中学校

10月24日 Lキッカーズ vs 秋田北中 旧鷹巣高校グランド

10月3日 ＳＣ　ＭＡＸ vs 天王南中 天王中学校

10月10日 天王中 vs 外旭川中 天王南中学校

10月10日 グロースFCB vs 大館一中 男鹿球技場

10月10日 天王南中 vs 秋田北中 天王南中学校

10月10日 Lキッカーズ vs ＳＣ　ＭＡＸ 能代河川敷

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

vs
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第1節

第3節

第4節

高円宮杯Ｕ－１５サッカーリーグ２０１５秋田県スギッチリーグ(3部北)

第7節

第5節

対戦

第2節

ブロック担当および評議委員

第10節

入
替
戦

第14節

第12節

第9節

北東北みちのくリー
グの入れ替え戦要項
により、後日決定

第11節

第13節



節 月日 試合時間 会　　場 備考

4月11日 9:30 山王中 vs 秋田西中 秋田西中

4月11日 10:45 御野場中 vs 秋田南中 秋田西中

4月11日 9:00 金浦中 vs 本荘南中 大内農村広場

4月11日 10:15 将軍野中 vs 大内中 大内農村広場

4月29日 山王中 vs 秋田南中

4月29日 将軍野中 vs 秋田西中

4月29日 御野場中 vs 本荘南中

4月29日 金浦中 vs 大内中

5月2日 御野場中 vs 大内中

5月2日 金浦中 vs 秋田西中

5月6日 将軍野中 vs 秋田南中

5月6日 山王中 vs 本荘南中

5月9日 山王中 vs 大内中

5月9日 御野場中 vs 秋田西中

5月9日 将軍野中 vs 本荘南中

5月10日 金浦中 vs 秋田南中 秋田南中

秋田南中 vs 本荘南中 秋田南中 6/6or5/23で調整中

6月13日 御野場中 vs 将軍野中

6月13日 秋田西中 vs 本荘南中

山王中 vs 金浦中 大内農村広場

秋田南中 vs 大内中 大内農村広場

7月4日 山王中 vs 将軍野中

7月4日 御野場中 vs 金浦中

7月4日 秋田西中 vs 大内中

7月11日 山王中 vs 御野場中

7月11日 秋田西中 vs 秋田南中

7月11日 金浦中 vs 将軍野中

7月11日 本荘南中 vs 大内中

8月1日 秋田西中 vs 山王中

8月1日 金浦中 vs 御野場中

8月1日 本荘南中 vs 秋田南中

8月1日 大内中 vs 将軍野中

8月8日 秋田南中 vs 山王中

8月8日 秋田西中 vs 将軍野中

8月8日 大内中 vs 金浦中 大内農村広場

8月29日 本荘南中 vs 山王中 大内農村広場

8月29日 大内中 vs 御野場中 大内農村広場

秋田西中 vs 金浦中

秋田南中 vs 将軍野中

9月5日 大内中 vs 山王中 大内農村広場

9月5日 本荘南中 vs 将軍野中 大内農村広場

秋田西中 vs 御野場中

秋田南中 vs 金浦中

9月19日 本荘南中 vs 御野場中 大内農村広場

9月19日 大内中 vs 秋田西中 大内農村広場

9月21日 金浦中 vs 山王中

9月21日 大内中 vs 秋田南中

9月21日 将軍野中 vs 御野場中 秋田西中

9月21日 本荘南中 vs 秋田西中 秋田西中

9月23日 本荘南中 vs 金浦中 大内農村広場

10月3日 将軍野中 vs 山王中 将軍野中

10月3日 秋田南中 vs 御野場中 秋田西中

10月10日 御野場中 vs 山王中

10月10日 大内中 vs 本荘南中

10月10日 将軍野中 vs 金浦中

10月10日 秋田南中 vs 秋田西中

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

vs

秋田西中

秋田西中

大内農村広場

大内農村広場

大内農村広場

秋田南中

秋田西中

秋田西中

秋田西中

大内農村広場

北東北みちのくリー
グの入れ替え戦要項
により、後日決定

大内農村広場

高円宮杯Ｕ－１５サッカーリーグ２０１５秋田県スギッチリーグ(3部中央)

秋田西中

大内農村広場

秋田西中

対戦

入
替
戦

ブロック担当および評議委員

大内農村広場

秋田西中

秋田西中

第1節

第2節

第3節

第4節

第5節

第6節

第13節

第14節

第7節

第8節

第9節

第10節

第11節

第12節



節 月日 試合時間 会　　場 備考

5月31日 10:00 桜中 vs FC角館セレジェスタ スポパークかわべ

5月10日 12:30 勝平中 vs 角館中 御所野学院中学校

4月26日 9:30 十文字FC vs 河辺中 河辺中学校

5月16日 横手清陵中 vs スポルティフ秋田B 横手清陵中

4月29日 13:30 FC角館セレジェスタ vs 御所野学院中 スペースプロジェクトDF

4月29日 15:00 桜中 vs 角館中 スペースプロジェクトDF

4月29日 10:00 河辺中 vs 勝平中 十文字河川敷

4月29日 11:30 スポルティフ秋田B vs 十文字FC 十文字河川敷

5月2日 10:00 角館中 vs 御所野学院中 河辺中学校

5月2日 11:30 桜中 vs 河辺中 河辺中学校

5月2日 10:00 勝平中 vs スポルティフ秋田B 十文字河川敷

5月2日 11:30 十文字FC vs 横手清陵中 十文字河川敷

5月9日 9:20 御所野学院中 vs 河辺中 スペースプロジェクトDF

5月9日 10:45 スポルティフ秋田B vs 桜中 スペースプロジェクトDF

5月9日 12:05 横手清陵中 vs 勝平中 スペースプロジェクトDF

5月9日 13:30 角館中 vs FC角館セレジェスタ スペースプロジェクトDF

5月24日 9:30 御所野学院中 vs スポルティフ秋田B 御所野学院中学校

5月30日 11:00 桜中 vs 横手清陵中 河辺中学校

5月30日 10:00 十文字FC vs FC角館セレジェスタ 十文字河川敷

5月30日 9:30 河辺中 vs 角館中 河辺中学校

6月6日 9:30 横手清陵中 vs 御所野学院中 スポパークかわべ

6月6日 11:00 FC角館セレジェスタ vs 勝平中 スポパークかわべ

6月6日 12:30 十文字FC vs 角館中 スポパークかわべ

6月6日 14:00 スポルティフ秋田B vs 河辺中 スポパークかわべ

6月13日 9:30 勝平中 vs 十文字FC スポパークかわべ

4月11日 17:30 御所野学院中 vs 桜中 スペースプロジェクトDF

6月13日 11:00 横手清陵中 vs FC角館セレジェスタ スポパークかわべ

6月13日 12:30 スポルティフ秋田B vs 角館中 スポパークかわべ

7月4日 9:30 御所野学院中 vs 勝平中 フットボールセンター

7月4日 11:00 十文字FC vs 桜中 フットボールセンター

7月4日 9:30 横手清陵中 vs 河辺中 河辺中学校

7月4日 11:00 FC角館セレジェスタ vs スポルティフ秋田B 河辺中学校

7月11日 11:00 御所野学院中 vs 十文字FC スポパークかわべ

7月11日 9:30 勝平中 vs 桜中 スポパークかわべ

7月11日 12:30 角館中 vs 横手清陵中 スポパークかわべ

7月11日 14:00 河辺中 vs FC角館セレジェスタ スポパークかわべ

8月1日 17:30 FC角館セレジェスタ vs 桜中 スペースプロジェクトDF

8月1日 9:30 角館中 vs 勝平中 河辺中学校

10月25日 10:00 河辺中 vs 十文字FC 十文字河川敷

8月1日 11:00 スポルティフ秋田B vs 横手清陵中 河辺中学校

8月8日 9:30 御所野学院中 vs FC角館セレジェスタ 御所野学院中学校

8月8日 11:00 角館中 vs 桜中 御所野学院中学校

8月8日 9:30 勝平中 vs 河辺中 十文字河川敷

8月8日 11:00 十文字FC vs スポルティフ秋田B 十文字河川敷

8月29日 9:30 御所野学院中 vs 角館中 御所野学院中学校

8月29日 11:00 河辺中 vs 桜中 御所野学院中学校

8月29日 11:00 スポルティフ秋田B vs 勝平中 十文字河川敷

8月29日 9:30 横手清陵中 vs 十文字FC 十文字河川敷

9月5日 9:30 河辺中 vs 御所野学院中 河辺中学校

9月5日 11:00 桜中 vs スポルティフ秋田B 河辺中学校

8月30日 9:30 勝平中 vs 横手清陵中 玉川河川公園

8月30日 11:00 FC角館セレジェスタ vs 角館中 玉川河川公園

9月19日 9:30 スポルティフ秋田B vs 御所野学院中 スペースプロジェクトDF

9月19日 11:00 横手清陵中 vs 桜中 スペースプロジェクトDF

9月19日 9:30 FC角館セレジェスタ vs 十文字FC 十文字河川敷

9月19日 11:00 角館中 vs 河辺中 十文字河川敷

9月21日 9:30 御所野学院中 vs 横手清陵中 御所野学院中学校

9月21日 11:00 勝平中 vs FC角館セレジェスタ 御所野学院中学校

9月21日 11:00 角館中 vs 十文字FC 河辺中学校

9月21日 9:30 河辺中 vs スポルティフ秋田B 河辺中学校

10月12日 9:30 十文字FC vs 勝平中 スポパークかわべ

10月3日 10:00 御所野学院中 vs 桜中 スポパークかわべ

10月12日 11:00 FC角館セレジェスタ vs 横手清陵中 スポパークかわべ

10月12日 12:30 角館中 vs スポルティフ秋田B スポパークかわべ

10月10日 9:30 勝平中 vs 御所野学院中 スポパークかわべ

10月10日 11:00 桜中 vs 十文字FC スポパークかわべ

10月10日 12:30 河辺中 vs 横手清陵中 スポパークかわべ

10月10日 14:00 スポルティフ秋田B vs FC角館セレジェスタ スポパークかわべ

11月3日 11:00 十文字FC vs 御所野学院中 御所野学院中学校

11月3日 9:30 桜中 vs 勝平中 御所野学院中学校

10月24日 9:30 横手清陵中 vs 角館中 河辺中学校

10月24日 11:00 FC角館セレジェスタ vs 河辺中 河辺中学校

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

vs

ブロック担当および評議委員

第14節

第10節

第6節

第7節

第8節

第18節

高円宮杯Ｕ－１５サッカーリーグ２０１５秋田県スギッチリーグ(3部南)

第11節

北東北みちのくリー
グの入れ替え戦要項
により、後日決定
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替
戦

第9節

第12節

第13節

第15節

第16節

第17節

対戦

第1節

第2節

第3節

第4節

第5節



節 月日 試合時間 会　　場 備考

スポルティフ秋田 vs

グロースＦＣ vs 角館セレジェスタ

ＦＣあきた vs 湯沢ＦＣ

桜中 vs 十文字ＦＣ

ＢＴＯ・鹿角ＦＣ vs ＳＣ　ＭＡＸ

角館セレジェスタ vs スポルティフ秋田

グロースＦＣ vs 湯沢ＦＣ

十文字ＦＣ vs ＦＣあきた

ＳＣ　ＭＡＸ vs 桜中

vs ＢＴＯ・鹿角ＦＣ

4月26日 湯沢ＦＣ vs スポルティフ秋田

グロースＦＣ vs 十文字ＦＣ

ＦＣあきた vs ＳＣ　ＭＡＸ

桜中 vs ＢＴＯ・鹿角ＦＣ

角館セレジェスタ vs

5月3日 スポルティフ秋田 vs 十文字ＦＣ 十文字河川Ｇ

5月6日 ＳＣ　ＭＡＸ vs グロースＦＣ

ＢＴＯ・鹿角ＦＣ vs ＦＣあきた

vs 桜中

湯沢ＦＣ vs 角館セレジェスタ

5月3日 スポルティフ秋田 vs ＳＣ　ＭＡＸ 十文字河川Ｇ

グロースＦＣ vs ＢＴＯ・鹿角ＦＣ

ＦＣあきた vs

4月29日 桜中 vs 角館セレジェスタ スペースプロジェクト・ドリームフィールド

5月17日 十文字ＦＣ vs 湯沢ＦＣ

ＢＴＯ・鹿角ＦＣ vs スポルティフ秋田

vs グロースＦＣ

角館セレジェスタ vs ＦＣあきた

桜中 vs 湯沢ＦＣ

ＳＣ　ＭＡＸ vs 十文字ＦＣ

ＦＣあきた vs 桜中

グロースＦＣ vs スポルティフ秋田

ＢＴＯ・鹿角ＦＣ vs 角館セレジェスタ

4月25日 ＳＣ　ＭＡＸ vs 湯沢ＦＣ

十文字ＦＣ vs

スポルティフ秋田 vs ＦＣあきた

桜中 vs グロースＦＣ

ＢＴＯ・鹿角ＦＣ vs 十文字ＦＣ

角館セレジェスタ vs ＳＣ　ＭＡＸ

湯沢ＦＣ vs

5月9日 15:00 スポルティフ秋田 vs 桜中 スペースプロジェクト・ドリームフィールド

ＦＣあきた vs グロースＦＣ

5月4日 湯沢ＦＣ vs ＢＴＯ・鹿角ＦＣ
鹿角市総合運動公園陸上競技
場

vs ＳＣ　ＭＡＸ

十文字ＦＣ vs 角館セレジェスタ

第5節

第6節

対戦

第7節

高円宮杯Ｕ－１３サッカーリーグ２０１５秋田県スギッチリーグ

第8節

第9節

第1節

第2節

第3節

第4節


