
節 月日 時間 会　　場

未定 スポルティフ秋田A vs グロースFC

未定 ブラウブリッツ秋田U-15B vs 大曲中

未定 仁賀保中 vs 神岡FC

未定 FCあきたB vs FC Estrella A

未定 大曲中 vs スポルティフ秋田A スポルティフタウン

4月30日 13:30 神岡FC ● 1 vs 2 ○ ブラウブリッツ秋田U-15B 大潟村多目的グランド

4月16日 10:00 FC Estrella A ○ 2 vs 0 ● 仁賀保中 由利サンライフ

4月29日 11:00 グロースFC ○ 2 vs 1 ● FCあきたB 男鹿球技場

5月3日 9:30 スポルティフ秋田A ○ 4 vs 0 ● 神岡FC スポルティフタウン

5月7日 15:30 ブラウブリッツ秋田U-15B ● 0 vs 2 ○ FC Estrella A 男鹿球技場

5月7日 10:30 仁賀保中 ○ 3 vs 0 ● グロースFC 男鹿球技場

5月7日 10:00 FCあきたB △ 1 vs 1 △ 大曲中 大曲ホームに変更　大曲大橋下G

未定 未定 FC Estrella A vs スポルティフ秋田A 未定

5月14日 11:00 グロースFC △ 2 vs 2 △ ブラウブリッツ秋田U-15B 男鹿球技場

5月14日 10:30 大曲中 ● 0 vs 3 ○ 仁賀保中 大森多目的広場

未定 神岡FC vs FCあきたB

未定 スポルティフ秋田A vs 仁賀保中 ※クラブ決勝リーグ

5月28日 後日調整 ブラウブリッツ秋田U-15B vs FCあきたB 未定

未定 グロースFC vs 神岡FC ※クラブ決勝リーグ

7月2日 後日調整 大曲中 vs FC Estrella A 男鹿マリンパーク

6月4日 後日調整 FCあきたB vs スポルティフ秋田A 新屋運動広場

6月4日 10:00 仁賀保中 vs ブラウブリッツ秋田U-15B 仁賀保GF or 仁賀保中G

6/4 or 5 後日調整 FC Estrella A vs グロースFC 未定

6月5日 10:00 神岡FC vs 大曲中 神岡中川原グランド

6月11日 後日調整 スポルティフ秋田A vs ブラウブリッツ秋田U-15B スポルティフタウン

6月11日 10:00 仁賀保中 vs FCあきたB 仁賀保GF or 仁賀保中G

6月25日 後日調整 グロースFC vs 大曲中 男鹿マリンパーク

6月11日 10:00 神岡FC vs FC Estrella A 神岡中川原グランド

7月2日 後日調整 グロースFC vs スポルティフ秋田A 男鹿マリンパーク

未定 大曲中 vs ブラウブリッツ秋田U-15B ※クラブ東北大会

7月9日 10:00 神岡FC vs 仁賀保中 神岡中川原グランド

7月9日 後日調整 FC Estrella A vs FCあきたB 神岡中川原グランド

7月30日 後日調整 スポルティフ秋田A vs 大曲中 スポルティフタウン

7月31日 後日調整 ブラウブリッツ秋田U-15B vs 神岡FC 男鹿マリンパーク

7月30日 10:00 仁賀保中 vs FC Estrella A 仁賀保GF or 仁賀保中G

7月30日 後日調整 FCあきたB vs グロースFC 新屋運動広場

9月3日 後日調整 神岡FC vs スポルティフ秋田A 神岡中川原グランド

9月3日 後日調整 FC Estrella A vs ブラウブリッツ秋田U-15B 神岡中川原グランド

8月11日 後日調整 グロースFC vs 仁賀保中 男鹿球技場

8月20日 後日調整 大曲中 vs FCあきたB FCあきたホームに変更　新屋運動広場

8月27日 後日調整 スポルティフ秋田A vs FC Estrella A スポルティフタウン

8月27日 後日調整 ブラウブリッツ秋田U-15B vs グロースFC 男鹿マリンパーク

8月28日 10:00 仁賀保中 vs 大曲中 仁賀保GF or 仁賀保中G

8月27日 後日調整 FCあきたB vs 神岡FC 新屋運動広場

9月10日 10:00 仁賀保中 vs スポルティフ秋田A 仁賀保GF or 仁賀保中G

9月11日 後日調整 FCあきたB vs ブラウブリッツ秋田U-15B 未定

9月10日 後日調整 神岡FC vs グロースFC 神岡中川原グランド

9月10日 後日調整 FC Estrella A vs 大曲中 神岡中川原グランド

9月24日 後日調整 スポルティフ秋田A vs FCあきたB スポルティフタウン

9月23日 後日調整 ブラウブリッツ秋田U-15B vs 仁賀保中 未定

9/23 or 24 後日調整 グロースFC vs FC Estrella A 男鹿

9月24日 10:00 大曲中 vs 神岡FC 神岡中川原グランド

9月17日 後日調整 ブラウブリッツ秋田U-15B vs スポルティフ秋田A 神岡中川原グランド

未定 FCあきたB vs 仁賀保中

10月1日 後日調整 大曲中 vs グロースFC 男鹿陸上競技場

9月17日 後日調整 FC Estrella A vs 神岡FC 神岡中川原グランド
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節 月日 時間 会　　場

4月29日 12:40 BTOFC U15A 〇 7 vs 0 ● スポルティフ秋田B 鹿角陸上競技場

4月16日 15:00 泉中 ● 2 vs 4 ○ 土崎中 SPDF

10月1日 未定 FCあきたC vs Lキッカーズ・マックス くらかけフットボールセンター

5月3日 11:00 ブラウブリッツ秋田U15-C △ 1 vs 1 △ YFCセレジェスタA 玉川河川敷G

未定 未定 土崎中 vs BTOFC U15A 鹿角陸上競技場

4月30日 10:00 Lキッカーズ・マックス ● 1 vs 2 ◯ 泉中 落合球技場

5月1日 10:30 YFCセレジェスタA 〇 4 vs 0 ● FCあきたC 玉川or十五野 ?

未定 未定 スポルティフ秋田B vs ブラウブリッツ秋田U-15C スポルティフタウン

5月8日 10:30 BTOFC U15A ○ 12 vs 0 ● Lキッカーズ・マックス 鹿角陸上競技場

5月14日 未定 泉中 vs YFCセレジェスタA 玉川or十五野

5月14日 未定 FCあきたC vs スポルティフ秋田B スポルティフタウン

5月14日 9:50 ブラウブリッツ秋田U15-C 〇 3 vs 1 ● 土崎中 SPDF

5月5日 10:50 YFCセレジェスタA ● 0 vs 2 ◯ BTOFC U15A 鹿角陸上競技場

6月4日 未定 スポルティフ秋田B vs 泉中 スポルティフタウン

6月4日 14:30 土崎中 vs FCあきたC 県立中央公園球技場

6月4日 10:00 Lキッカーズ・マックス vs ブラウブリッツ秋田U-15C 落合球技場

6月11日 13:00 BTOFC U15A vs FCあきたC 鹿角陸上競技場

6月11日 未定 泉中 vs ブラウブリッツ秋田U-15C 未定

6月11日 未定 スポルティフ秋田B vs Lキッカーズ・マックス スポタウンor落合

6月11日 13:00 土崎中 vs YFCセレジェスタA SPDF

5月21日 13:00 ブラウブリッツ秋田U15-C vs BTOFC U15A くらかけフットボールセンター

5月7日 14:30 FCあきたC ○ 3 vs 0 ● 泉中 くらかけフットボールセンター

6月25日 未定 YFCセレジェスタA vs スポルティフ秋田B 未定

6月25日 未定 Lキッカーズ・マックス vs 土崎中 落合球技場

7月2日 13:00 BTOFC U15A vs 泉中 鹿角陸上競技場

7月2日 未定 FCあきたC vs ブラウブリッツ秋田U-15C 未定

7月2日 未定 スポルティフ秋田B vs 土崎中 未定

7月2日 10:30 Lキッカーズ・マックス vs YFCセレジェスタA 落合球技場

7月9日 12:20 スポルティフ秋田B vs BTOFC U15A 県立中央公園球技場A

7月9日 10:00 土崎中 vs 泉中 県立中央公園球技場A

7月9日 10:00 Lキッカーズ・マックス vs FCあきたC 落合球技場

7月9日 未定 YFCセレジェスタA vs ブラウブリッツ秋田U-15C 玉川河川敷G

7月30日 13:00 BTOFC U15A vs 土崎中 大館市二ツ山多目的運動広場

7月30日 未定 泉中 vs Lキッカーズ・マックス 泉中学校G

7月30日 未定 FCあきたC vs YFCセレジェスタA 新屋G

7月30日 未定 ブラウブリッツ秋田U15-C vs スポルティフ秋田B 未定

8月20日 未定 Lキッカーズ・マックス vs BTOFC U15A 大館市二ツ山多目的運動広場

8月20日 10:30 YFCセレジェスタA vs 泉中 玉川河川敷G

8月20日 未定 スポルティフ秋田B vs FCあきたC 新屋G

8月20日 未定 土崎中 vs ブラウブリッツ秋田U-15C 未定

8月27日 11:00 BTOFC U15A vs YFCセレジェスタA 玉川河川敷G

8月27日 未定 泉中 vs スポルティフ秋田B 未定

8月27日 未定 FCあきたC vs 土崎中 新屋G

8月27日 未定 ブラウブリッツ秋田U15-C vs Lキッカーズ・マックス 未定

9月10日 11:00 FCあきたC vs BTOFC U15A 新屋G

9月10日 未定 ブラウブリッツ秋田U15-C vs 泉中 未定

9月10日 未定 Lキッカーズ・マックス vs スポルティフ秋田B 大潟村or落合

9月10日 10:00 YFCセレジェスタA vs 土崎中 玉川河川敷G

9月23日 11:00 BTOFC U15A vs ブラウブリッツ秋田U-15C 大館市二ツ山多目的運動広場

9月23日 11:20 泉中 vs FCあきたC SPDF

9月23日 未定 スポルティフ秋田B vs YFCセレジェスタA 未定

9月23日 9:30 土崎中 vs Lキッカーズ・マックス SPDF

10月8日 未定 泉中 vs BTOFC U15A 泉中学校G

10月8日 未定 ブラウブリッツ秋田U15-C vs FCあきたC 未定
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節 月日 時間 会　　場対戦

　高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ２０２２ 秋田県すぎっちリーグ(2部 )　5/14現在

10月1日 9:30 土崎中 vs スポルティフ秋田B くらかけフットボールセンター

未定 未定 YFCセレジェスタA vs Lキッカーズ・マックス 玉川河川敷G

第14節



節 月日 時間 会　　場

5月4日 10:00 西目中 ○ 1 vs 0 ● FCあきたD 西目中学校グラウンド

4月30日 13:00 FC Estrella B ● 0 vs 1 ○ 美郷中 サンライフグラウンド

8月6日 10:00 城南中 vs 十文字FC 十文字河川グラウンド

4月16日 13:10 秋田南中 ● 0 vs 6 ○ 秋田西中 SPDF

5月7日 10:00 美郷中 △ 2 vs 2 △ 西目中 美郷中学校グラウンド

5月1日 10:00 十文字FC ○ 7 vs 0 ● FC Estrella B 十文字河川グラウンド

4月30日 10:00 秋田西中 ○ 3 vs 1 ● 城南中 秋田西中学校グラウンド

5月3日 10:00 FCあきたD ○ 2 vs 1 ● 秋田南中 潟上市フットボールセンター

5月14日 10:00 西目中 ● 1 vs 4 ○ 十文字FC 西目中学校グラウンド

5月14日 14:00 FC Estrella B ● 0 vs 3 ○ 秋田西中 サンライフグラウンド

5月28日 時間未定 城南中 vs FCあきたD 場所未定

5月14日 10:00 秋田南中 ● 1 vs 6 ○ 美郷中 美郷中学校グラウンド

6月4日 10:00 秋田西中 vs 西目中 西目中学校グラウンド

6月4日 時間未定 FCあきたD vs FC Estrella B 雄和球技場

6月4日 10:00 美郷中 vs 城南中 美郷中学校グラウンド

6月4日 10:00 十文字FC vs 秋田南中 十文字河川グラウンド

6月11日 10:00 西目中 vs 城南中 西目中学校グラウンド

6月11日 14:00 FC Estrella B vs 秋田南中 サンライフグラウンド

6月12日 時間未定 FCあきたD vs 十文字FC 新屋グラウンド

6月11日 10:00 美郷中 vs 秋田西中 美郷中学校グラウンド

5月21日 10:00 秋田南中 vs 西目中 西目中学校グラウンド

6月25日 14:00 城南中 vs FC Estrella B サンライフグラウンド

5月7日 ? 秋田西中 ○ 1 vs 0 ● FCあきたD 秋田西中学校グラウンド

6月25日 10:00 十文字FC vs 美郷中 十文字河川グラウンド

7月2日 10:00 西目中 vs FC Estrella B 西目中学校グラウンド

7月2日 15:00 城南中 vs 秋田南中 スポパークかわべ

7月2日 時間未定 FCあきたD vs 美郷中 新屋グラウンド

7月2日 10:00 十文字FC vs 秋田西中 十文字河川グラウンド

7月9日 時間未定 FCあきたD vs 西目中 新屋グラウンド

7月9日 10:00 美郷中 vs FC Estrella B 美郷中学校グラウンド

7月9日 10:00 十文字FC vs 城南中 十文字河川グラウンド

7月9日 10:00 秋田西中 vs 秋田南中 秋田西中学校グラウンド

7月30日 10:00 西目中 vs 美郷中 西目中学校グラウンド

7月30日 10:00 FC Estrella B vs 十文字FC サンライフグラウンド

7月30日 14:20 城南中 vs 秋田西中 県立中央公園球技場

7月31日 時間未定 秋田南中 vs FCあきたD 新屋グラウンド

8月20日 10:00 十文字FC vs 西目中 十文字河川グラウンド

8月20日 10:00 秋田西中 vs FC Estrella B 秋田西中学校グラウンド

8月20日 10:00 FCあきたD vs 城南中 新屋グラウンド

8月20日 10:00 美郷中 vs 秋田南中 美郷中学校グラウンド

8月28日 10:00 西目中 vs 秋田西中 西目中学校グラウンド

8月27日 10:00 FC Estrella B vs FCあきたD 雄和球技場

8月27日 10:00 城南中 vs 美郷中 美郷中学校グラウンド

8月27日 11:00 秋田南中 vs 十文字FC 十文字河川グラウンド

9月10日 10:00 城南中 vs 西目中 西目中学校グラウンド

9月10日 14:00 秋田南中 vs FC Estrella B サンライフグラウンド

9月11日 10:00 十文字FC vs FCあきたD 十文字河川グラウンド

9月10日 10:00 秋田西中 vs 美郷中 美郷中学校グラウンド

5月28日 10:00 西目中 vs 秋田南中 西目中学校グラウンド

9月23日 10:00 FC Estrella B vs 城南中 サンライフグラウンド

9月23日 時間未定 FCあきたD vs 秋田西中 潟上市フットボールセンター

9月3日 10:00 美郷中 vs 十文字FC 美郷中学校グラウンド

10月1日 10:00 FC Estrella B vs 西目中 西目中学校グラウンド

10月1日 15:00 秋田南中 vs 城南中 スポパークかわべ

8月28日 10:00 美郷中 vs FCあきたD 美郷中学校グラウンド

10月1日 13:10 秋田西中 vs 十文字FC スポパークかわべ
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節 月日 時間 会　　場

未定 未定 本荘北中 vs 勝平中 未定

未定 未定 飯島中 vs 象潟中 未定

4月16日 9:30 秋田東中 ● 0 vs 3 ○ 桜中 SPDF

未定 未定 城東中 vs グロースＦＣＢ 未定

未定 未定 本荘北中 vs 象潟中 未定

5月7日 9:30 桜中 ○ 3 vs 1 ● 飯島中 くらかけフットボールセンター

4月30日 17:30 グロースＦＣＢ ● 0 vs 10 ○ 秋田東中 くらかけフットボールセンター

5月7日 12:30 勝平中 ● 0 vs 6 ○ 城東中 くらかけフットボールセンター

5月28日 10:00 本荘北中 vs 桜中 本荘北中学校グラウンド

未定 未定 飯島中 vs グロースＦＣＢ 未定

5月14日 8:15 秋田東中 ○ 10 vs 3 ● 勝平中 SPDF

5月14日 11:30 城東中 vs 象潟中 SPDF

6月4日 グロースＦＣＢ vs 本荘北中 男鹿

6月4日 10:30 勝平中 vs 飯島中 県立中央公園球技場

6月4日 象潟中 vs 秋田東中 象潟グラウンド

6月4日 12:30 桜中 vs 城東中 県立中央公園球技場

6月11日 本荘北中 vs 秋田東中 本荘北中学校グラウンド

6月11日 8:40 飯島中 vs 城東中 SPDF

6月11日 11:00 勝平中 vs 桜中 SPDF

5月7日 13:00 象潟中 ● 2 vs 6 ○ グロースＦＣＢ 男鹿総合運動公園球技場

6月25日 13:00 城東中 vs 本荘北中 SPDF

6月25日 8:40 秋田東中 vs 飯島中 SPDF

6月25日 グロースＦＣＢ vs 勝平中 男鹿マリンパーク

6月25日 11:00 桜中 vs 象潟中 SPDF

7月2日 本荘北中 vs 飯島中 本荘北中学校グラウンド

7月2日 10:00 秋田東中 vs 城東中 スポパークかわべ

7月2日 11:40 勝平中 vs 象潟中 スポパークかわべ

7月2日 11:00 桜中 vs グロースＦＣＢ 男鹿マリンパーク

7月9日 12:20 勝平中 vs 本荘北中 県立中央公園球技場B

7月9日 象潟中 vs 飯島中 象潟グラウンド

未定 桜中 vs 秋田東中 未定

7月9日 グロースＦＣＢ vs 城東中 県立中央公園球技場B

7月30日 象潟中 vs 本荘北中 象潟グラウンド

7月30日 10:00 飯島中 vs 桜中 県立中央公園球技場

7月30日 9:30 秋田東中 vs グロースＦＣＢ くらかけフットボールセンター

7月30日 12:20 城東中 vs 勝平中 県立中央公園球技場

8月20日 11:20 桜中 vs 本荘北中 県立中央公園人工芝

8月6日 グロースＦＣＢ vs 飯島中 未定

8月20日 9:30 勝平中 vs 秋田東中 県立中央公園人工芝

8月20日 象潟中 vs 城東中 象潟グラウンド

8月27日 本荘北中 vs グロースＦＣＢ 男鹿マリンパーク

8月27日 9:30 飯島中 vs 勝平中 SPDF

8月27日 11:20 秋田東中 vs 象潟中 SPDF

8月27日 13:10 城東中 vs 桜中 SPDF

9月3日 秋田東中 vs 本荘北中 本荘北中学校グラウンド

9月10日 9:30 城東中 vs 飯島中 SPDF

9月10日 11:20 桜中 vs 勝平中 SPDF

9月10日 グロースＦＣＢ vs 象潟中 象潟グラウンド

9月23日 本荘北中 vs 城東中 本荘北中学校グラウンド

9月23日 11:20 飯島中 vs 秋田東中 くらかけフットボールセンター

9月23日 9:30 勝平中 vs グロースＦＣＢ くらかけフットボールセンター

9月23日 象潟中 vs 桜中 象潟グラウンド

10月1日 11:30 飯島中 vs 本荘北中 スポパークかわべ

10月1日 9:50 城東中 vs 秋田東中 スポパークかわべ

9月3日 象潟中 vs 勝平中 象潟グラウンド

10月1日 午前予定 グロースＦＣＢ vs 桜中 男鹿総合運動公園陸上競技場

第11節

第12節

第13節

第14節

第9節

第10節

高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ２０２２ 秋田県すぎっちリーグ(3部B )    5/14現在

第7節

第8節
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第3節

第4節

対戦

第5節

第6節



節 月日 時間 会　　場

5月21日 10:30 BTOFC U15B vs 外旭川中 大館市二ツ山多目的運動広場

4月16日 10:00 山王中 ○ 13 vs 0 ● 天王中 秋田市新屋運動広場

4月16日 10:00 天王南中 ○ 3 vs 1 ● 羽城中 潟上市立天王南中学校

5月3日 10:30 天王中 △ 3 vs 3 △ BTOFC U15B 大潟村多目的グラウンド

5月3日 10:00 羽城中 ● 0 vs 5 〇 山王中 潟上市立羽城中学校

4月30日 9:30 外旭川中 ● 1 vs 5 〇 秋田北中 大潟村多目的グラウンド

未定 未定 BTOFC U15B vs 羽城中 未定

5月14日 6:35 天王南中 ● 1 vs 4 ○ 外旭川中 SPDF

5月14日 10:00 秋田北中 ● 0 vs 1 ○ 天王中 大潟村多目的グラウンド

8 vs BTOFC U15B

6月4日 未定 外旭川中 vs 山王中 中央地区で調整中

6月4日 10:00 天王中 vs 天王南中 潟上市立天王中学校

6月4日 9:30 羽城中 vs 秋田北中 潟上市立羽城中学校

6月11日 10:30 BTOFC U15B vs 天王南中 鹿角市総合運動公園陸上競技場

6月11日 10:00 山王中 vs 秋田北中 大潟村多目的グラウンド

5月28日 10:00 外旭川中 vs 羽城中 潟上市立羽城中学校

天王中 vs 8

6月25日 10:00 秋田北中 vs BTOFC U15B 大潟村多目的グラウンド

5月21日 10:00 天王南中 vs 山王中 潟上市立天王南中学校

8 vs 外旭川中

5月21日 9:30 羽城中 vs 天王中 潟上市立天王中学校

7月2日 10:30 BTOFC U15B vs 山王中 鹿角市総合運動公園陸上競技場

7月2日 9:30 天王南中 vs 秋田北中 潟上市立天王南中学校

7月2日 9:30 外旭川中 vs 天王中 潟上市立天王中学校

羽城中 vs 8

7月9日 14:20 外旭川中 vs BTOFC U15B 県立中央公園球技場A

7月9日 9:30 天王中 vs 山王中 潟上市立天王中学校

7月9日 9:30 羽城中 vs 天王南中 潟上市立羽城中学校

8 vs 秋田北中

7月30日 10:30 BTOFC U15B vs 天王中 大館市二ツ山多目的運動広場

7月30日 11:20 山王中 vs 羽城中 くらかけフットボールセンター

天王南中 vs 8

4月16日 10:00 秋田北中 ○ 3 vs 1 ● 外旭川中 大潟村多目的グラウンド

8月20日 10:30 羽城中 vs BTOFC U15B 潟上市立羽城中学校

8 vs 山王中

8月20日 9:30 外旭川中 vs 天王南中 潟上市立天王南中学校

5月4日 10:00 天王中 ● 1 vs 5 〇 秋田北中 大潟村多目的グラウンド

BTOFC U15B vs 8

8月27日 15:00 山王中 vs 外旭川中 SPDF

8月27日 9:30 天王南中 vs 天王中 潟上市立天王南中学校

5月5日 10:00 秋田北中 ○ 5 vs 1 ● 羽城中 大潟村多目的グラウンド

8月6日 10:30 天王南中 vs BTOFC U15B 潟上市立天王南中学校

9月10日 10:00 秋田北中 vs 山王中 大潟村多目的グラウンド

9月10日 10:00 羽城中 vs 外旭川中 潟上市立羽城中学校

8 vs 天王中

7月10日 10:30 BTOFC U15B vs 秋田北中 県北地区で調整中

5月28日 10:00 山王中 vs 天王南中 潟上市立天王南中学校

外旭川中 vs 8

5月7日 10:00 天王中 ● 0 vs 2 〇 羽城中 潟上市立羽城中学校

4月30日 10:10 山王中 〇 6 vs 2 ● BTOFC U15B 鹿角市総合運動公園陸上競技場

5月7日 10:00 秋田北中 〇 3 vs 0 ● 天王南中 大潟村多目的グラウンド

10月1日 10:00 天王中 vs 外旭川中 潟上市で調整中

8 vs 羽城中
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第4節

高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ２０２２ 秋田県すぎっちリーグ(4部A )　5/14現在
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節 月日 時間 会　　場

4月16日 9:30 東中・南中・金浦・大内 ● 1 vs 4 〇 由利中学校 本荘東中学校グラウンド

5月4日 9:30 河辺・南高中・将軍野 △ 0 vs 0 △ 御所野学院中学校 河辺中学校グラウンド

4月16日 11:00 御野場中 ● 2 vs 4 〇 ASP U-15 SPDF

未定 未定 YFCセレジェスタB vs 東中・南中・金浦・大内 十五野グラウンドor玉川グラウンド

4月30日 9:30 ASP U-15 ● 0 vs 5 〇 河辺・南高中・将軍野 河辺中学校グラウンド

未定 未定 御野場中 vs 御所野学院中学校 御所野学院中学校グラウンド

5月14日 9:30 東中・南中・金浦・大内 〇 5 vs 3 ● ASP U-15 本荘東中学校グラウンド

5月14日 9:30 由利中学校 ○ 3 vs 1 ● 御野場中 由利中学校グラウンド

5月14日 9:30 御所野学院中学校 〇 3 vs 1 ● YFCセレジェスタB 御所野学院中学校グラウンド

6月4日 9:30 御野場中 vs 河辺・南高中・将軍野 河辺中学校グラウンド

6月4日 9:30 YFCセレジェスタB vs 由利中学校 十五野グラウンドor玉川グラウンド

6月4日 9:30 ASP U-15 vs 御所野学院中学校 御所野学院中学校グラウンド

6月11日 9:30 東中・南中・金浦・大内 vs 御野場中 本荘東中学校グラウンド

6月11日 9:30 河辺・南高中・将軍野 vs YFCセレジェスタB 河辺中学校グラウンド

6月11日 9:30 由利中学校 vs ASP U-15 由利中学校グラウンド

5月3日 9:30 御所野学院中学校 ○ 3 vs 1 ● 東中・南中・金浦・大内 御所野学院中学校グラウンド

6月25日 9:30 由利中学校 vs 河辺・南高中・将軍野 由利中学校グラウンド

6月25日 9:30 ASP U-15 vs YFCセレジェスタB 十五野グラウンドor玉川グラウンド

5月7日 9:30 東中・南中・金浦・大内 ● 0 vs 2 ○ 河辺・南高中・将軍野 河辺中学校グラウンド

5月21日 9:30 由利中学校 vs 御所野学院中学校 由利中学校グラウンド

5月28日 9:30 御野場中 vs YFCセレジェスタB 十五野グラウンドor玉川グラウンド

7月9日 14:20 御野場中 vs 東中・南中・金浦・大内 県立中央公園球技場B

7月9日 9:30 YFCセレジェスタB vs 河辺・南高中・将軍野 十五野グラウンドor玉川グラウンド

7月9日 9:30 ASP U-15 vs 由利中学校 由利中学校グラウンド

7月30日 9:30 東中・南中・金浦・大内 vs YFCセレジェスタB 本荘東中学校グラウンド

7月30日 9:30 河辺・南高中・将軍野 vs ASP U-15 河辺中学校グラウンド

7月30日 9:30 御所野学院中学校 vs 御野場中 御所野学院中学校グラウンド

8月20日 9:30 ASP U-15 vs 東中・南中・金浦・大内 本荘東中学校グラウンド

8月11日 9:30 御野場中 vs 由利中学校 由利中学校グラウンド

8月20日 9:30 YFCセレジェスタB vs 御所野学院中学校 十五野グラウンドor玉川グラウンド

5月21日 9:30 河辺・南高中・将軍野 vs 御野場中 河辺中学校グラウンド

8月27日 9:30 由利中学校 vs YFCセレジェスタB 由利中学校グラウンド

8月27日 9:30 御所野学院中学校 vs ASP U-15 御所野学院中学校グラウンド

9月10日 9:30 由利中学校 vs 東中・南中・金浦・大内 由利中学校グラウンド

9月10日 9:00 御所野学院中学校 vs 河辺・南高中・将軍野 御所野学院中学校グラウンド

9月10日 11:00 ASP U-15 vs 御野場中 御所野学院中学校グラウンド

9月23日 9:30 東中・南中・金浦・大内 vs 御所野学院中学校 本荘東中学校グラウンド

9月23日 9:30 河辺・南高中・将軍野 vs 由利中学校 河辺中学校グラウンド

9月23日 9:30 YFCセレジェスタB vs ASP U-15 十五野グラウンドor玉川グラウンド

10月8日 9:30 河辺・南高中・将軍野 vs 東中・南中・金浦・大内 本荘東中学校グラウンド

7月2日 9:30 御所野学院中学校 vs 由利中学校 御所野学院中学校グラウンド

10月10日 9:30 YFCセレジェスタB vs 御野場中 十五野グラウンドor玉川グラウンド

対戦
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第2節

第3節

第4節

高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１５サッカーリーグ２０２２ 秋田県すぎっちリーグ(4部B )　5/14現在
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節 月日 時間 会　　場

4月30日 スポルティフ秋田U13 vs 大曲中

十文字FC vs YFCセレジェスタ

FCあきた vs 神岡FC

4月24日 14:00 FC Estrella U13 ● 0 vs 5 ○ ASP U-15 西目カントリーパーク

vs 桜中

5月7日 YFCセレジェスタ vs スポルティフ秋田U13

十文字FC vs 神岡FC

ASP U-15 vs FCあきた

桜中 vs FC EstrellaU13

大曲中 vs

6月4日 神岡FC vs スポルティフ秋田U13

十文字FC vs ASP U-15

FCあきた vs 桜中

FC Estrella U13 vs

YFCセレジェスタ vs 大曲中

6月25日 スポルティフ秋田U13 vs ASP U-15

桜中 vs 十文字FC

vs FCあきた

大曲中 vs FC EstrellaU13

神岡FC vs YFCセレジェスタ

7月9日 スポルティフ秋田U13 vs 桜中

十文字FC vs

FCあきた vs 大曲中

FC Estrella U13 vs YFCセレジェスタ

ASP U-15 vs 神岡FC

8月28日 vs スポルティフ秋田U13

大曲中 vs 十文字FC

YFCセレジェスタ vs FCあきた

FC Estrella U13 vs 神岡FC

桜中 vs ASP U-15

9月23日 FCあきた vs FC EstrellaU13

十文字FC vs スポルティフ秋田U13

vs YFCセレジェスタ

桜中 vs 神岡FC

ASP U-15 vs 大曲中

10月1日 スポルティフ秋田U13 vs FCあきた

FC Estrella U13 vs 十文字FC

vs ASP U-15

YFCセレジェスタ vs 桜中

神岡FC vs 大曲中

10月23日 スポルティフ秋田U13 vs FC EstrellaU13

FCあきた vs 十文字FC

神岡FC vs

大曲中 vs 桜中

ASP U-15 vs YFCセレジェスタ
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高円宮杯 ＪＦＡ Ｕ－１３サッカーリーグ２０２２ 秋田県すぎっちリーグ　5/14現在
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