
節 月日 時間 会　　場 備考

6月27日 12:45 BB秋田 ○ 4 vs 0 ● BTOFCU15A 秋田県フットボールセンター

7月25日 FCあきた vs 仁賀保中

6月27日 15:00 BB秋田セカンド ○ 4 vs 0 ● 泉中 秋田県フットボールセンター

6月27日 11:00 スポルティフ秋田 ○ 4 vs 1 ● グロースＦＣ OGAマリンパーク

6月27日 10:00 FCあきたB ○ 4 vs 2 ● 大曲中 大曲橋の下サッカー場

7月4日 12:45 大曲中 ● 0 vs 12 〇 BB秋田 秋田県フットボールセンター

7月4日 12:30 FCあきた 〇 8 vs 1 ● BTOFCU15A 男鹿総合運動公園球技場

7月4日 10:00 仁賀保中 〇 2 vs 0 ● BB秋田セカンド 仁賀保グリーンフィールド

7月4日 11:45 泉中 ● 1 vs 9 〇 スポルティフ秋田 スポルティフタウン

7月4日 14:10 グロースFC ● 2 vs 3 〇 FCあきたB 男鹿総合運動公園球技場

7月18日 10:00 仁賀保中 vs BB秋田 男鹿総合運動公園球技場

7月18日 10:00 FCあきた vs 泉中 泉中学校G

7月18日 15:00 BB秋田セカンド vs グロースＦＣ 男鹿総合運動公園球技場

7月18日 スポルティフ秋田 vs FCあきたB

7月18日 11:00 BTOFCU15A vs 大曲中 鹿角市陸上競技場

7月23日 10:00 BB秋田 vs 泉中 男鹿総合運動公園球技場

7月23日 グロースFC vs FCあきた 男鹿総合運動公園陸上競技場

7月23日 13:00 FCあきたB vs BB秋田セカンド 男鹿総合運動公園球技場

7月23日 大曲中 vs スポルティフ秋田 スポルティフタウン

7月23日 11:00 仁賀保中 vs BTOFCU15A 仁賀保グリーンフィールド

8月1日 10:00 BB秋田 vs グロースＦＣ OGAマリンパーク

8月1日 FCあきた vs FCあきたB

8月1日 BB秋田セカンド vs 大曲中 県立中央公園球技場

8月1日 スポルティフ秋田 vs BTOFCU15A

8月1日 9:30 泉中 vs 仁賀保中 泉中学校G

8月10日 FCあきたB vs BB秋田 男鹿総合運動公園球技場

8月22日 10:00 大曲中 vs FCあきた 大曲橋の下サッカー場

8月10日 BTOFCU15A vs BB秋田セカンド 男鹿総合運動公園球技場

8月22日 スポルティフ秋田 vs 仁賀保中

8月22日 グロースFC vs 泉中 男鹿総合運動公園陸上競技場

8月30日 10:00 BB秋田セカンド vs スポルティフ秋田 OGAマリンパーク

8月29日 FCあきた vs BB秋田

7月25日 FCあきたB vs BTOFCU15A 新屋運動広場

8月29日 グロースFC vs 仁賀保中 OGAマリンパーク

8月30日 10:00 泉中 vs 大曲中 大曲橋の下サッカー場

9月5日 BB秋田 vs BB秋田セカンド 男鹿総合運動公園球技場

9月5日 スポルティフ秋田 vs FCあきた

9月5日 FCあきたB vs 泉中

9月5日 BTOFCU15A vs グロースＦＣ

9月5日 仁賀保中 vs 大曲中

9月22日 BB秋田 vs スポルティフ秋田

9月22日 BB秋田セカンド vs FCあきた

6月20日 仁賀保中 ○ 2 vs 1 ● FCあきたB 仁賀保グリーンフィールド

9月22日 大曲中 vs グロースＦＣ 男鹿総合運動公園陸上競技場

9月22日 泉中 vs BTOFCU15A

備考

高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ２０２０ 秋田県すぎっちリーグ(１部 )

対戦

第1節

第2節

第3節

第4節

第6節

終了期日は高円宮杯東北大会が予定通り実施される予定なので、１０／１１には終了すること。

第7節

第8節

第9節

第5節



節 月日 時間 会　　場 備考

未定 Estrella vs 本荘北中 本荘北中G 会場担当：本荘北中

6月27日 9:00 西目中 ○ 1 vs 0 ● ＦＣあきたC 西目中G 会場担当：西目中

6月27日 10:00 神岡FC ○ 4 vs 0 ● スポルティフ秋田B 神岡中川原 会場担当：神岡

6月27日 10:30 土崎中 ○ 2 vs 1 ● ＢＢ秋田C 西目中G 会場担当：西目中

7月4日 本荘北中 vs スポルティフ秋田B 本荘北中G 会場担当：本荘北中

7月4日 11:30 ＦＣあきたC ○ 6 vs 0 ● ＢＢ秋田C 本荘北中G

7月4日 11:00 西目中 △ 2 vs 2 △ 土崎中 神岡中川原 会場担当：神岡

7月4日 9:30 神岡FC ● 0 vs 3 ○ Estrella 神岡中川原 〃

7月18日 ＢＢ秋田C vs 本荘北中 本荘北中G 会場担当：本荘北中

未定 スポルティフ秋田B vs ＦＣあきたC 会場未定

7月18日 Estrella vs 西目中 西目中G 会場担当：西目中

7月18日 土崎中 vs 神岡FC 神岡中川原 会場担当：神岡

7月23日 本荘北中 vs ＦＣあきたC 本荘北中G 会場担当：本荘北中

未定 スポルティフ秋田B vs ＢＢ秋田C 日程未定

7月23日 西目中 vs 神岡FC 西目中G 会場担当：西目中

7月23日 土崎中 vs Estrella 西目中G

8月1日 本荘北中 vs 西目中 西目中G

8月1日 ＦＣあきたC vs 神岡FC 西目中G

スポルティフ秋田B vs 土崎中

ＢＢ秋田C vs Estrella

6月20日 9:00 神岡FC ○ 3 vs 1 ● 本荘北中 本荘北中G

6月20日 13:30 土崎中 ● 1 vs 3 ○ ＦＣあきたC 秋田県フットボールセンター

8/1or8/8 Estrella vs スポルティフ秋田B 西目中G

8/1or8/8 西目中 vs ＢＢ秋田C 西目中G

6月13日 本荘北中 ● 0 vs 6 ○ 土崎中 ほ本荘北中G

6月13日 ＦＣあきたC ● 0 vs 10 ○ Estrella 西目中G

6月13日 スポルティフ秋田B ● 1 vs 4 ○ 西目中 西目中G

9月22日 ＢＢ秋田C vs 神岡FC 神岡中川原 会場担当：神岡

会場担当：本荘北中

第5節

第6節

終了期日は基本９／２２となっているが１０／２５までは可。

高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ２０２０ 秋田県すぎっちリーグ(2部 )

備考

対戦

第1節

第2節

第3節

第4節

第7節



節 月日 時間 会　　場 備考

8月29日 Ｌキッカーズ vs 城南中 県立中央公園球技場

6月27日 7:20 勝平中 ○ 3 vs 1 ● 秋田東中 SPDF

8月29日 ＢＴＯＦＣ U15B vs 飯島中 県立中央公園球技場

8月22日 11:10 秋田南中 vs ＳＣマックス SPDF

7月4日 10:30 城南中 ● 4 vs 5 ○ 飯島中 秋田南中

7月4日 秋田東中 ● 1 vs 4 ○ ＳＣマックス 落合球技場

7月4日 9:00 勝平中 ● 2 vs 3 ○ 秋田南中 秋田南中

7月4日 ＢＴＯＦＣ U15B ● 0 vs 14 ○ Ｌキッカーズ 落合球技場

7月18日 ＳＣマックス vs 城南中 落合球技場

7月18日 14:00 飯島中 vs 秋田東中 県立中央公園球技場

7月18日 Ｌキッカーズ vs 勝平中 落合球技場

7月18日 12:00 秋田南中 vs ＢＴＯＦＣ U15B 県立中央公園球技場

7月23日 11:10 城南中 vs 勝平中 フットボールセンター

7月23日 9:20 秋田東中 vs ＢＴＯＦＣ U15B フットボールセンター

7月23日 11:30 飯島中 vs 秋田南中 県立中央公園球技場

未定 ＳＣマックス vs Ｌキッカーズ 未定

9月13日 9:30 城南中 vs 秋田東中 スポパークかわべ

9月13日 11:20 飯島中 vs ＳＣマックス スポパークかわべ

8月1日 13:10 勝平中 vs ＢＴＯＦＣ U15B フットボールセンター

8月1日 11:20 秋田南中 vs Ｌキッカーズ フットボールセンター

ＢＴＯＦＣ U15B vs 城南中

8月29日 15:10 秋田南中 vs 秋田東中 県立中央公園球技場

Ｌキッカーズ vs 飯島中

勝平中 vs ＳＣマックス

9月22日 11:20 城南中 vs 秋田南中 フットボールセンター

秋田東中 vs Ｌキッカーズ

9月22日 13:10 飯島中 vs 勝平中 フットボールセンター

6月28日 10:00 ＳＣマックス ○ 16 vs 2 ● ＢＴＯＦＣ U15B 落合球技場

第4節

高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ２０２０ 秋田県すぎっちリーグ(3部A )

第5節

第6節

第7節

備考

終了期日は基本９／２２となっているが１０／２５までは可。

対戦

第1節

第2節

第3節



節 月日 会　　場 備考

6月27日 10:00 Estrella B △ 2 vs 2 △ 湯沢ＦＣ 松ノ木河川Ｇ

6月27日 9:30 本荘東・南中 ○ 4 vs 0 ● 象潟中 本荘東中Ｇ

6月27日 10:00 ＦＣあきたＤ ● 1 vs 3 ○ YFCセレジェスタ 新屋運動広場

8月8日 10:00 城東中 vs 美郷中 美郷中Ｇ

7月4日 9:30 湯沢ＦＣ ● 1 vs 6 ○ YFCセレジェスタ 十五野グラウンド

7月4日 10:00 象潟中 ○ 1 vs 0 ● 美郷中 象潟Ｇ

7月4日 10:00 本荘東・南中 ○ 1 vs 0 ● 城東中 本荘東中Ｇ

7月4日 13:30 ＦＣあきたＤ ● 1 vs 2 ○ Estrella B 本荘東中Ｇ

8月1日 10:00 美郷中 vs 湯沢ＦＣ 美郷中Ｇ

7月18日 10:00 YFCセレジェスタ vs 象潟中 玉川Ｇ

7月18日 10:00 Estrella B vs 本荘東・南中 本荘東中Ｇ

7月18日 10:00 城東中 vs ＦＣあきたＤ 新屋運動広場

7月23日 10:00 湯沢ＦＣ vs 象潟中 松ノ木河川Ｇ

7月23日 10:00 YFCセレジェスタ vs 美郷中 美郷中Ｇ

7月23日 10:00 本荘東・南中 vs ＦＣあきたＤ 新屋運動広場

7月23日 10:00 城東中 vs Estrella B 県立大学本荘キャンパス

8月29日 10:00 湯沢ＦＣ vs 本荘東・南中 松ノ木河川Ｇ

8月29日 10:00 象潟中 vs ＦＣあきたＤ 象潟Ｇ

8月29日 10:00 YFCセレジェスタ vs 城東中 十五野グラウンド

8月29日 10:00 美郷中 vs Estrella B 美郷中Ｇ

9月5日 10:00 ＦＣあきたＤ vs 湯沢ＦＣ 松ノ木河川Ｇ

6月20日 10:00 城東中 ● 0 vs 4 ○ 象潟中 象潟Ｇ

9月5日 10:00 Estrella B vs YFCセレジェスタ 県立大学本荘キャンパス

7月25日 10:00 本荘東・南中 vs 美郷中 本荘東中Ｇ

9月12日 10:00 湯沢ＦＣ vs 城東中 松ノ木河川Ｇ

9月22日 象潟中 vs Estrella B

9月22日 YFCセレジェスタ vs 本荘東・南中

6月20日 10:00 美郷中 ○ 7 vs 1 ● ＦＣあきたＤ 美郷中Ｇ

備考

対戦

第1節

第2節

第3節

終了期日は基本９／２２となっているが１０／２５までは可。

高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ２０２０ 秋田県すぎっちリーグ(3部B )

第4節

第5節

第6節

第7節



節 月日 時間 会　　場 備考

未定 山王中 vs YFCセレジェスタ・清陵 延期

6月13日 グロースＦＣ B ● 3 vs 7 ○ 由利中 男鹿総合運動公園

未定 金浦・大内中 vs ＦＣあきた E 延期

6月13日 御野場・御所野学院中 ○ 8 vs 1 ● 外旭川中 御所野学院中

6月20日 由利中 ● 1 vs 9 ○ 山王中 由利中

6月27日 ＦＣあきた E ● 0 vs 7 ○ 十文字FC 十文字河川グランド

8月8日 金浦・大内中 vs 外旭川中 大内中

8月29日 YFCセレジェスタ・清陵 vs 御野場・御所野学院中 御所野学院中

7月4日 十文字FC ○ 11 vs 0 ● 金浦・大内中 十文字河川グランド

7月4日 グロースＦＣ B vs 山王中 男鹿総合運動公園

7月4日 由利中 vs ＦＣあきた E 由利中

7月4日 YFCセレジェスタ・清陵 vs 外旭川中 角館か横手

8月1日 山王中 vs 十文字FC 十文字

7月18日 金浦・大内中 vs グロースＦＣ B ＯＧＡマリンパーク

7月18日 由利中 vs 御野場・御所野学院中 由利中

7月18日 ＦＣあきた E vs YFCセレジェスタ・清陵 新屋運動広場

7月18日 外旭川中 vs

7月23日 山王中 vs 金浦・大内中 大内中

7月23日 十文字FC vs グロースＦＣ B 男鹿総合運動公園

7月23日 外旭川中 vs 由利中 由利中

7月23日 御野場・御所野学院中 vs ＦＣあきた E 御所野学院中

8月1日 グロースＦＣ B vs ＦＣあきた E OGAマリンパーク

7月25日 十文字FC vs 外旭川中 十文字

8月1日 金浦・大内中 vs 御野場・御所野学院中 御所野学院中

8月8日 由利中 vs YFCセレジェスタ・清陵 角館か横手

8月22日 ＦＣあきた E vs 山王中 御所野学院中

8月22日 グロースＦＣ B vs 外旭川中 未定

8月22日 御野場・御所野学院中 vs 十文字FC 御所野学院中

8月1日 YFCセレジェスタ・清陵 vs 金浦・大内中 角館か横手

8月29日 外旭川中 vs 山王中 御所野学院中

8月28日 グロースＦＣ B vs 御野場・御所野学院中 OGAマリンパーク

未定 十文字FC vs YFCセレジェスタ・清陵 未定

8月29日 金浦・大内中 vs 由利中 由利中

7月25日 山王中 vs 御野場・御所野学院中 御所野学院中

基本９／２２ YFCセレジェスタ・清陵 vs グロースＦＣ B OGAマリンパーク

由利中 vs 十文字FC 未定

外旭川中 vs ＦＣあきた E 未定

高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ２０２０ 秋田県すぎっちリーグ(4部A )

対戦

第1節

第2節

第3節

第4節

備考

終了期日は基本９／２２となっているが１０／２５までは可。

第5節

第6節

第7節

第8節

第9節



節 月日 時間 会　　場 備考

6月14日 9:40 桜中 ○ 3 vs 0 ● 秋田北中 スポパークかわべ

8月1日 9:30 秋田西中 vs 天王南中 フットボールセンター

未定 河辺中 vs 大館一中

未定 南高中等部 vs 羽城中 未定

8月1日 9:30 天王中 vs 将軍野中 天王中学校

6月27日 9:15 秋田西中 ● 1 vs 4 ○ 桜中 SPDF

未定 10:30 大館一中 vs 天王南中 天王南中学校

未定 10:00 羽城中 vs 河辺中 河辺中学校

6月27日 11:20 南高中等部 ○ 3 vs 0 ● 将軍野中 SPDF

8月8日 14:30 秋田北中 vs 天王中 秋田北中学校

7月4日 9:30 河辺中 ○ 2 vs 0 ● 南高中等部 河辺中学校

未定 天王南中 vs 桜中

9月22日 9:30 秋田西中 vs 羽城中 フットボールセンター

8月23日 10:00 秋田北中 vs 将軍野中 県立中央公園球技場

未定 天王中 vs 大館一中

7月18日 9:30 桜中 vs 河辺中 河辺中学校

7月18日 10:00 南高中等部 vs 天王南中 天王南中学校

7月18日 10:00 秋田西中 vs 天王中 県立中央公園球技場

8月1日 9:30 羽城中 vs 秋田北中 羽城中学校

7月18日 10:00 将軍野中 vs 大館一中 将軍野中学校

7月23日 11:30 桜中 vs 南高中等部 河辺中学校

7月23日 9:30 河辺中 vs 天王南中 河辺中学校

7月23日 9:30 秋田西中 vs 将軍野中 県立中央公園球技場

7月23日 15:00 大館一中 vs 秋田北中 秋田北中学校

6月13日 9:00 天王中 △ 4 vs 4 △ 羽城中 羽城中学校

未定 10:30 桜中 vs 大館一中 河辺中学校

6月20日 9:00 天王南中 ● 2 vs 6 ○ 羽城中 天王南中学校

未定 9:30 河辺中 vs 将軍野中

9月12日 9:30 南高中等部 vs 天王中 天王中学校

8月29日 9:30 秋田西中 vs 秋田北中 県立中央公園球技場

8月22日 10:00 羽城中 vs 桜中 羽城中学校

天王南中 vs 将軍野中 将軍野中学校

天王中 vs 河辺中 河辺中学校

秋田北中 vs 南高中等部 秋田北中学校

7月4日 10:50 秋田西中 ○ 8 vs 0 ● 大館一中 SPDF

7月4日 8:40 将軍野中 ● 0 vs 6 ○ 桜中 SPDF

6月27日 9:30 天王南中 ● 0 vs 5 ○ 天王中 天王南中学校

河辺中 vs 秋田北中 秋田北中学校

8月22日 9:20 南高中等部 vs 秋田西中 SPDF

羽城中 vs 大館一中 羽城中学校

桜中 vs 天王中

秋田北中 vs 天王南中

6月14日 12:00 秋田西中 ● 2 vs 3 ○ 河辺中 スポパークかわべ

大館一中 vs 南高中等部

将軍野中 vs 羽城中

第6節

第7節

第8節

第9節

備考

終了期日は基本９／２２となっているが１０／２５までは可。

7/18採用試験　9/5潟上市、秋田市一部学校祭

第5節

高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ２０２０ 秋田県すぎっちリーグ(4部B )

対戦

第1節

第2節

第3節

第4節



節 月日 時間 会　　場 備考

未定 神岡FC vs 桜中

8月8日 大曲中 vs グロースＦＣ 男鹿陸上orマリンパーク

7月25日 スポルティフ秋田 vs 土崎中

湯沢FC vs

8/7.8.9 神岡FC vs グロースFC

8月30日 大曲中 vs 土崎中 大曲大橋下サッカー場

スポルティフ秋田 vs

湯沢FC vs 桜中

7月18日 神岡FC vs 土崎中 西目中Gor神岡中川原

大曲中 vs

スポルティフ秋田 vs 桜中

湯沢FC vs グロースＦＣ

神岡FC vs

8月1日 大曲中 vs 桜中 大曲大橋下サッカー場

スポルティフ秋田 vs グロースＦＣ

湯沢FC vs 土崎中

6月27日 12:50 神岡FC ● 0 vs 3 ○ スポルティフ秋田 神岡中川原

大曲中 vs 湯沢FC

8月22日 桜中 vs 土崎中 土崎中Ｇ

グロースＦＣ vs

神岡FC vs 湯沢FC

9月17日 大曲中 vs スポルティフ秋田 スポルティフタウン

桜中 vs

10月10日 グロースＦＣ vs 土崎中 OGAマリン

9月22日 神岡FC vs 大曲中 中川原

湯沢FC vs スポルティフ秋田

桜中 vs グロースＦＣ

土崎中 vs

10月24日 A1 vs B2

A2 vs B1

A3 vs B4

A4 vs B3

10月31日 A5 vs B7 県立中央公園球技場

A6 vs B6

A7 vs B5

11月3日 A1 vs B1 ソユースタジアム

11月7日 A2 vs B2

11月7日 A3 vs B3

11月3日 A4 vs B4 ソユースタジアム

11月7日 A5 vs B6

11月7日 9:30 A6 vs B5 ソユースタジアム

11月7日 11:00 A7 vs B7 ソユースタジアム

11月23日 9:30 A5 vs B5 ソユースタジアム

11月23日 11:00 A6 vs B7 ソユースタジアム

11月23日 12:30 A7 vs B6 ソユースタジアム

高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１３サッカーリーグ２０２０ 秋田県すぎっちリーグAブロック

対戦

第1節

第2節

第3節

第4節

第5節

第6節

第7節

備考

第７節終了期日を１０／１１までとする。

第8節

第9節

第10節



節 月日 時間 会　　場 備考

6月14日 13:50 EstrellaU13 ○ 14 vs 0 ● 秋田西中 スポパークかわべ

6月13日 十文字FC ○ 5 vs 0 ● BTO鹿角FC 十文字河川グランド

FCあきた vs BB秋田U13

YFCセレジェスタ vs

EstrellaU13 vs BTO鹿角FC

7月5日 十文字FC ● 2 vs 4 ○ BB秋田U13 十文字河川グランド

FCあきた vs

6月27日 14:30 YFCセレジェスタ ○ 7 vs 1 ● 秋田西中 SPDF

EstrellaU13 vs BB秋田U13

十文字FC vs

FCあきた vs 秋田西中

YFCセレジェスタ vs BTO鹿角FC

EstrellaU13 vs

十文字FC vs 秋田西中

FCあきた vs BTO鹿角FC

YFCセレジェスタ vs BB秋田U13

EstrellaU13 vs FCあきた

十文字FC vs YFCセレジェスタ

秋田西中 vs BB秋田U13

BTO鹿角FC vs

9月5日 12:00 EstrellaU13 vs YFCセレジェスタ 県立大学本荘キャンパス

十文字FC vs FCあきた

秋田西中 vs

BTO鹿角FC vs BB秋田U13

EstrellaU13 vs 十文字FC

FCあきた vs YFCセレジェスタ

10月3日 11:00 秋田西中 vs BTO鹿角FC フットボールセンター

BB秋田 vs

10月24日 A1 vs B2

A2 vs B1

A3 vs B4

A4 vs B3

10月31日 A5 vs B7 県立中央公園球技場

A6 vs B6

A7 vs B5

11月3日 A1 vs B1 ソユースタジアム

11月7日 A2 vs B2

11月7日 A3 vs B3

11月3日 A4 vs B4 ソユースタジアム

11月7日 A5 vs B6

11月7日 9:30 A6 vs B5 ソユースタジアム

11月7日 11:00 A7 vs B7 ソユースタジアム

11月23日 9:30 A5 vs B5 ソユースタジアム

11月23日 11:00 A6 vs B7 ソユースタジアム

11月23日 12:30 A7 vs B6 ソユースタジアム

高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１３サッカーリーグ２０２０ 秋田県すぎっちリーグBブロック

対戦

第1節

第2節

第3節

第4節

備考

第７節終了期日を１０／１１までとする。

第5節

第6節

第7節

第8節

第9節

第10節


