
Ａ－１ Ａ－２ Ａ－３ 勝 敗 分 勝点 得点 失点 得失差 順位

Ｂ－１ Ｂ－２ Ｂ－３ 勝 敗 分 勝点 得点 失点 得失差 順位

Ｃ－１ Ｃ－２ Ｃ－３ 勝 敗 分 勝点 得点 失点 得失差 順位

Ｄ－１ Ｄ－２ Ｄ－３ 勝 敗 分 勝点 得点 失点 得失差 順位

Ｅ－１ Ｅ－２ Ｅ－３ Ｅ－４ Ｅ－５ 勝 敗 分 勝点 得点 失点 得失差 順位 備考

Ｆ－１ Ｆ－２ Ｆ－３ 勝 敗 分 勝点 得点 失点 得失差 順位

備考

備考

Ｄ－３ タブの木SC

Ｄ－２ 酒田シニア50

Ｄ－１ Akita　Ｇrande　FC

備考

備考

秋田シニアSC　Ｂ

Ｄグループ

チーム名

Ｂ－３

Ｂグループ

チーム名

Ｂ－１ 秋田60韋駄天FC

Ａ－１ 秋田シニアSC　Ａ

2019年　第２０回秋田県シニアサッカー選手権大会

会場：ＴＤＫサッカー場　　・　　にかほグリーンフィールド 2019年10月26日(土)～27日(日)

Ｏ－60の部参加チーム

Ａグループ

チーム名

県南シニア60

Ａ－３ 鶴岡FCドリーム60

Ａ－２

Ｏ－50の部参加チーム

Ｃグループ

チーム名

Ｃ－１ 鶴岡FCドリーム50

Ｂ－２ 秋田スギッチFC60

Ｃ－３ 大仙シニア50

Ｃ－２ 秋田シニアFC50

Ｏ－40の部参加チーム

Ｅグループ

チーム名

Ｅ－１ 鶴岡ＦＣドリーム40

Ｅ－２ 秋田シニアFC40

Ｅ－４

Ｅ－３ にかほ・由利ＯＢ

土崎ＳＣシニア

Ｅ－５ 潟上シニア40

Ｏ－35の部参加チーム

Ｆグループ

チーム名 備考

Ｆ－１ ８０

Ｆ－２ 秋田35FC

Ｆ－３ 集中FC



時間 グループ 得点 対 得点

9:30 Ａ 対

10:30 Ｂ 対

11:30 Ａ 対

12:30 Ｂ 対

13:30 Ａ 対

14:30 Ｂ 対

時間 グループ 得点 対 得点

9:30 Ｃ 対

10:40 Ｄ 対

11:50 Ｃ 対

13:00 Ｄ 対

14:10 Ｃ 対

15:20 Ｄ 対

時間 グループ 得点 対 得点

9:30 Ｅ 対

10:40 Ｅ 対

11:50 Ｅ 対

13:00 Ｅ 対

14:10 Ｅ 対

時間 グループ 得点 対 得点

9:30 準決勝 対

10:40 準決勝 対

11:50 順位決 対

13:00 ３位決 対

14:10 決勝 対

時間 グループ 得点 対 得点

9:00 Ｆ 対

10:10 Ｅ 対

11:20 Ｅ 対

12:30 Ｅ 対

13:40 Ｅ 対

14:50 Ｅ 対

時間 グループ 得点 対 得点

9:00 準決勝 対

10:00 準決勝 対

11:00 順位決 対

12:00 Ｆ 対

13:10 ３位決 対

14:10 決勝 対

15:10 Ｆ 対

第五試合 鶴岡FCドリーム50 秋田シニアFC50 Ａkita　Ｇrande　FC

秋田60韋駄天FC 秋田スギッチFC60

秋田スギッチFC60

秋田シニアSC　Ａ 鶴岡FCドリーム60

鶴岡FCドリーム60

秋田シニアSC　Ａ

第二試合

第三試合

第五試合

Ａkita　Ｇrande　FC第六試合 酒田シニア50

Ｂ組１位 Ａ組２位 Ａ組１位

大仙シニア50 酒田シニア50

大仙シニア50

鶴岡FCドリーム50

タブの木SC

Ａkita　Ｇrande　FC 秋田シニアFC50

秋田シニアSC　Ａ

秋田60韋駄天FC

県南シニア６０

秋田スギッチFC60

2019年　第２０回秋田県シニアサッカー選手権大会

２６日予選リーグ組合せ
＊４０歳以上・５０歳以上は２５分ハーフ５０分、６０歳以上は２０分ハーフ４０分、インターバル５分の試合で行なう。

会場：ＴＤＫサッカー場　　・　　にかほグリーンフィールド 2019年10月26日(土)～27日(日)

１０月２６日（土)　会場：にかほグリーンフィールド　試合日程（時間）

チーム名 チーム名 審判

第一試合

第四試合

県南シニア60

鶴岡FCドリーム60 県南シニア60

秋田シニアSC　Ｂ

第六試合

１０月２６日（土)　会場：TDKグランドＡ（手前側）　試合日程（時間）

チーム名 チーム名 審判

秋田60韋駄天FC 秋田シニアSC　Ｂ

第一試合 大仙シニア50

第二試合

第四試合 酒田シニア50 タブの木SC

秋田シニアFC50

タブの木SC

第三試合 鶴岡FCドリーム50

１０月２６日（土)　会場：ＴＤＫグラウンドＢ（奥側）　試合日程（時間）

チーム名 チーム名 審判

第一試合 潟上シニア40 にかほ・由利OB 秋田シニアFC40

第二試合 鶴岡FCドリーム40 秋田シニアFC40 土崎SCシニア

第三試合 土崎ＳＣシニア 潟上シニア40 にかほ・由利OB

第四試合 秋田シニアFC40

土崎ＳＣシニア

鶴岡FCドリーム40

第五試合 潟上シニア40

にかほ・由利OB

2019年　第２０回秋田県シニアサッカー選手権大会

会場：ＴＤＫサッカー場　　・　　にかほグリーンフィールド 2019年10月26日(土)～27日(日)

Ｄ組２位

１０月２７日（日)　会場：にかほグリーンフィールド　試合日程（時間）

チーム名 チーム名 審判

第一試合 Ｃ組１位 Ｄ組２位 Ｄ組１位

第一試合勝者 第二試合勝者 Ｄ組３位

第二試合 Ｄ組１位 Ｃ組２位 Ｃ組１位

第三試合 Ｃ組３位 Ｄ組３位

第一試合

第二試合 にかほ・由利OB 鶴岡FCドリーム40

第三試合

第四試合 第一試合敗者 第二試合敗者 Ｃ組３位

第五試合

チーム名 チーム名

１０月２７日（日)　会場：TDKグランドＡ（手前側）　試合日程（時間）

審判

秋田シニアFC40

第四試合

Ｂ組２位 Ｂ組１位

第五試合 鶴岡FCドリーム40 にかほ・由利OB

潟上シニア40

チーム名

第二試合勝者 Ｂ組３位

第四試合

第二試合

第二試合敗者 Ａ組３位

土崎SCシニア

第五試合

審判

第一試合 Ａ組１位

第三試合

チーム名

１０月２７日（日)　会場：TDKグランドB（奧側）　試合日程（時間）

８０ 集中FC 秋田35FC第七試合

第六試合 にかほ・由利OB

第六試合 第一試合勝者

第一試合敗者

＊３５歳以上・４０歳以上・５０歳以上は２５分ハーフ５０分、６０歳以上は２０分ハーフ４０分、インターバル５分の試合で行なう。

秋田35FC 集中FC ８０

８０ 秋田35FC 集中FC

Ａ組３位 Ｂ組３位 Ｂ組２位

秋田シニアSC　Ｂ

秋田シニアFC40 潟上シニア40

秋田シニアFC40 土崎ＳＣシニア

鶴岡FCドリーム40 土崎ＳＣシニア

鶴岡FCドリーム40 潟上シニア40

２７日順位決定戦


