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JFA　第46回全日本U-１２サッカー選手権大会　秋田県大会　審判割付・日程

10月1日 スカイドーム　ＡCコート　　 スカイドーム　ＢDコート　　

1回戦 対戦 主審 副審 対戦 主審 副審

下新・旭南 潟上

9:55 8エスペルド (3) 9美郷 グロース 三種 10大仙 (4) 11由利GB 勝平 横手

9:00 2千秋 (1) 3寺内 日新 河辺 4飯島南 (2) 5本荘南

飯島南 本荘南

11:45 20グロース (7) 21三種 エスペルド 美郷 22勝平 (8) 23横手 大仙 由利GB

10:50 14日新 (5) 15河辺 千秋 寺内 16下新城・旭南 (6) 17潟上

御所野 比内

13:35 39ユーニアン (13) 40大住 旭北 西目 37能代 (12) 38Sakura 男鹿 飯島

12:40 32旭北 (11) 33西目 四・牛島 西仙北 28男鹿 (10) 29飯島

能代 Sakura

15:25

14:30 45四ツ小屋・牛島 (15) 46西仙北 ユーニアン 大住 43御所野 (14) 44比内

協会 協会

10月2日 スカイドーム　ＡCコート　　 スカイドーム　ＢDコート　　

２・３回戦 対戦 主審 副審 対戦 主審 副審

16:00 26湯沢 (9) 27象潟・金浦 協会 協会 34BTO (27) 35ニカホ

（６）勝 十文字

10:00 7鹿角 (18) （３）勝 スポA （７）勝 （４）勝 (19) 12旭川 （８）勝 花館

9:00 1大曲 (16) （１）勝 BB秋田 （５）勝 （２）勝 (17) 6角館

（２）勝 角館

12:00 19スポルティフA (22) （７）勝 鹿角 （３）勝 （８）勝 (23) 24花館 （４）勝 旭川

11:00 13BB秋田 (20) （５）勝 大曲 （１）勝 （６）勝 (21) 18十文字

（２２）勝 （２３）勝

14:00 （２０）勝 (34) （２１）勝 （１６）勝 （１７）勝

13:00 （１６）勝 (32) （１７）勝 （２０）勝 （２１）勝 （１８）勝 (33) （１９）勝

（１８）勝 （１９）勝

10月2日 雄和中央公園広場　Aコート 雄和中央公園広場　Bコート

２・３回戦 対戦 主審 副審 対戦 主審 副審

14:30 （２２）勝 (35) （２３）勝

（１３）勝 スポB

10:00 31T2GENERAL (26) （１１）勝 外旭川 （１４）勝

9:00 25八橋 (24) （９）勝 仁井田 （１２）勝 （１０）勝 (25) 30北秋田

（１０）勝 北秋田

12:00 42外旭川 (30) （１４）勝 T2G （１１）勝 （１５）勝 (31) 47新山 BTO 協会

11:00 36仁井田 (28) （１２）勝 八橋 （９）勝 （１３）勝 (29) 41スポルティフB

（３０）勝 （３１）勝

14:00 （２８）勝 (38) （２９）勝 （２４）勝 （２５）勝

13:00 （２４）勝 (36) （２５）勝 （２８）勝 （２９）勝 （２６）勝 (37) （２７）勝

（２６）勝 （２７）勝

10月9日 雄和中央公園広場　Aコート 雄和中央公園広場　Bコート

準々決勝 対戦 主審 副審 対戦 主審 副審

14:30 （３０）勝 (39) （３１）勝

協会 （３８）（３９）勝

11:00 （３６）勝 (42) （３７）勝 協会 （32）（33）勝 （３８）勝 (43) （３９）勝 協会 （３４）（35）勝

10:00 （３２）勝 (40) （３３）勝 協会 （３６）（３７）勝 （３４）勝 (41) （３５）勝

10月9日 雄和中央公園広場　Aコート 雄和中央公園広場　Bコート

準決勝 対戦 主審 副審 対戦 主審 副審

14:00 （４２）勝 (45) （４３）勝 協会 協会

13:00 （40）勝 (44) （４１）勝 協会 協会

10月10日 雄和中央公園球技場 雄和中央公園球技場

決勝・3位決 対戦 主審 副審 対戦 主審 副審

11:30 （44）勝 決勝 （45）勝 協会 協会

10:00 （44）敗 3決 （45）敗 協会 協会


