
節 月日 カテゴリー 時間 当番
A2 10:30 西目Ｂ - 男鹿工
A2 13:00 秋田南Ｂ - 大曲
A1 10:30 西目 - 西仙北
A1 13:00 秋田南 - 秋田工
A1 10:30 新屋 - 秋田商B
A1 13:00 BB秋田 - 明桜
A2 10:30 新屋Ｂ - 由利工業
A2 13:00 秋田西 - 大曲工
A1 秋田商業高校グランド 13:30 西目 - 秋田商B 秋田商業
A1 10:30 BB秋田 - 秋田工
A1 13:00 新屋 - 西仙北
A2 9:30 西目Ｂ - 大曲工
A2 11:45 新屋Ｂ - 大曲
A2 14:00 秋田南Ｂ - 由利工業
A1 13:00 秋田南 - 明桜
A2 15:00 秋田西 - 男鹿工
A1 8:30 新屋 - 秋田工
A1 10:15 西目 - 明桜
A1 秋田商業高校グランド 13:30 秋田南 - 秋田商B 秋田南
A1 10:30 BB秋田 - 西仙北
A2 13:00 秋田西 - 大曲
A2 9:30 西目Ｂ - 由利工業
A2 11:45 秋田南Ｂ - 大曲工
A2 14:00 新屋Ｂ - 男鹿工
A1 秋田商業高校グランド 13:30 新屋 - 明桜 明桜
A1 9:30 西目 - 秋田工
A2 11:45 新屋Ｂ - 大曲工
A2 14:00 西目Ｂ - 大曲
A2 10:30 秋田南Ｂ - 男鹿工
A2 13:00 秋田西 - 由利工業
A1 10:30 BB秋田 - 秋田商B
A1 13:00 秋田南 - 西仙北
A1 10:30 新屋 - BB秋田
A1 13:00 秋田工 - 西仙北
A1 10:30 明桜 - 秋田商B
A1 13:00 西目 - 秋田南
A2 10:30 西目Ｂ - 秋田南Ｂ
A2 13:00 秋田西 - 新屋Ｂ
A2 10:30 由利工業 - 大曲工
A2 13:00 大曲 - 男鹿工
A1 10:30 西目 - BB秋田
A1 13:00 明桜 - 西仙北
A1 10:30 新屋 - 秋田南
A1 13:00 秋田工 - 秋田商B
A2 10:30 秋田西 - 秋田南Ｂ
A2 13:00 西目Ｂ - 新屋Ｂ
A2 10:30 由利工業 - 男鹿工
A2 13:00 大曲 - 大曲工
A1 10:30 西目 - 新屋
A1 13:00 BB秋田 - 秋田南
A1 秋田商業高校グランド 13:30 秋田商B - 西仙北 西仙北
A1 9:30 秋田工 - 明桜
A2 11:45 秋田西 - 西目Ｂ
A2 14:00 秋田南Ｂ - 新屋Ｂ
A2 10:30 由利工業 - 大曲
A2 13:00 男鹿工 - 大曲工
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A1 10:30 新屋 - 秋田商B
A1 13:00 秋田南 - 秋田工
A2 10:30 秋田西 - 大曲工
A2 13:00 秋田南Ｂ - 大曲
A2 10:30 BB秋田 - 明桜
A2 13:00 西目 - 西仙北
A1 10:30 新屋Ｂ - 由利工業
A1 13:00 西目Ｂ - 男鹿工
A1 10:30 西目 - 秋田商B
A1 13:00 BB秋田 - 秋田工
A1 10:30 新屋 - 西仙北
A1 13:00 西目Ｂ - 大曲工
A2 10:30 秋田西 - 男鹿工
A2 13:00 秋田南 - 明桜
A2 10:30 秋田南Ｂ - 由利工業
A2 13:00 新屋Ｂ - 大曲
A1 10:30 新屋 - 秋田工
A1 13:00 秋田南 - 秋田商B
A1 10:30 西目 - 明桜
A1 13:00 BB秋田 - 西仙北
A2 10:30 秋田西 - 大曲
A2 13:00 新屋Ｂ - 男鹿工
A2 10:30 西目Ｂ - 由利工業
A2 13:00 秋田南Ｂ - 大曲工
A1 10:30 西目 - 秋田工
A1 13:00 新屋 - 明桜
A2 10:30 秋田西 - 由利工業
A2 13:00 西目Ｂ - 大曲
A1 秋田商業高校グランド 13:30 BB秋田 - 秋田商B 秋田商業
A1 雄和球技場A 10:30 秋田南 - 西仙北
A2 10:30 秋田南Ｂ - 男鹿工
A2 13:00 新屋Ｂ - 大曲工
A1 10:30 西目 - 秋田南
A1 13:00 新屋 - BB秋田
A1 10:30 秋田工 - 西仙北
A1 13:00 明桜 - 秋田商B
A2 10:30 秋田西 - 新屋Ｂ
A2 13:00 西目Ｂ - 秋田南Ｂ
A2 10:30 由利工業 - 大曲工
A2 13:00 大曲 - 男鹿工
A1 10:30 西目 - BB秋田
A1 13:00 新屋 - 秋田南
A1 10:30 秋田工 - 秋田商B
A1 13:00 明桜 - 西仙北
A2 10:30 西目Ｂ - 新屋Ｂ
A2 13:00 大曲 - 大曲工
A2 10:30 秋田西 - 秋田南Ｂ
A2 13:00 由利工業 - 男鹿工
A1 10:30 秋田商B - 西仙北
A1 13:00 秋田工 - 明桜
A1 10:30 西目 - 新屋
A1 13:00 男鹿工 - 大曲工
A2 10:30 BB秋田 - 秋田南
A2 13:00 秋田西 - 西目Ｂ
A2 10:30 由利工業 - 大曲
A2 13:00 秋田南Ｂ - 新屋Ｂ
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9月15日（土）
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9月16日（日）

八橋陸上競技場

TDKスポーツセンター前

由利工業

西目

西仙北

男鹿工業

大曲
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秋田南

大曲工業

明桜

秋田商業高校グランド

西目カントリーパーク

男鹿陸上競技場

8月25日（土）

8月26日(日)

雄和球技場A

水林陸上競技場

雄和球技場B

西目カントリーパーク

仁賀保グリーンフィールド

秋田商業高校グランド

男鹿人工芝

男鹿陸上競技場

雄和球技場A

八橋陸上競技場

6月30日（土）

6月10日(日)

6月9日（土）

水林陸上競技場

秋田商業高校グランド

大台野広場

明桜高校グランド


