
試合時間　 30分（15分-5分-15分）

参加費 20.000円　（6/8.9徴収）

☆ 日程等で、都合の悪いチームは、相手チームと連絡し、協会に連絡すること。

☆ 東北交流会参加チームは、早めに消化するように。

ｼｰﾄﾞ 秋田市春季大会ﾍﾞｽﾄ8（ｽﾎﾟﾙﾃｨﾌA・仁井田・ﾕｰﾆｱﾝ・山王/御所野・勝平・下新城・四ッ小屋）

※ ユニフォームは正副持参（試合前お互い確認）（左＝ﾎｰﾑ）
※ 駐車は決められた場所に駐車して下さい
※ ゴミ等は各自（各ﾁｰﾑ）でお持ち帰り下さい
※ 第一試合のチームは、ゴールの移動をお願いします

セカンドステージについて

各ブロック１位チーム４チームがAブロック
各ブロック２位チーム上位３チーム（勝点）がAブロック　　１チームBブロックへ
各ブロック３位チーム４チームがBブロック
各ブロック４位チーム上位２チーム（勝点）がBブロック　　２チームCブロックへ
各ブロック５位チーム４チームがCブロック
各ブロック６位チーム上位１チーム（勝点）がCブロック　　３チームDブロックへ
各ブロック７位チーム４チームがDブロック

シード権（第一シード＝７チーム、第二シード＝８チーム）

第一シード
Aブロック上位５チーム＋プレーオフ勝者２チーム

プレーオフ Aブロック６位対Bブロック２位の勝者
Aブロック７位対Bブロック１位の勝者

第二シード
第一シードプレーオフ敗者２チーム
Bブロック３位～5位　３チーム
第二シードプレーオフ　３チーム

プレーオフ Bブロック６位対Cブロック２位の勝者
Bブロック７位対Cブロック１位の勝者
敗者戦の勝者

6/22　ファーストステージ第1.2節
7/15　ファーストステージ第3.4節
7/20　ファーストステージ第5.6節 中央公園　運動広場

7/21　セカンドステージ第1.2節
8/3　セカンドステージ第3.4節
8/4　セカンドステージ第5.6節

8/10　プレーオフ
☆ 協会担当者

東北ｽﾎﾟ少交流会（7/14.15）参加ﾁｰﾑは、会場手配し試合消化のこと ドーム＝1時間前、集合

都合の悪いﾁｰﾑは、対戦相手と協議し、別の日で消化してください 広場＝2時間前、集合

（割り当ての審判は、行ってください） 問合せ　秋田市サッカー協会
変更の日時・場所及び結果を協会へ連絡のこと 荻原　090-2976-9496

1 山王Jr. ﾕｰﾆｱﾝ 仁井田 ｽﾎﾟﾙﾃｨﾌＡ
2 四ツ小屋 下新城 勝平 御所野

2019　U-12（秋田市）リーグ　（ファーストステージ）
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訂正

Eﾌﾞﾛｯｸ Fﾌﾞﾛｯｸ Gﾌﾞﾛｯｸ Hﾌﾞﾛｯｸ

5 旭川 川尻 ﾄﾞﾘｰﾑＦ 築山
6 日新 河辺 大住 牛島

3 外旭川 旭北 飯島 八橋
4 土崎 明徳 旭南 飯島南

駐
車
場

Ｃ Ｂ
（
球
技
場

）
Ｄ Ａ

7 秋田泉 ｽﾎﾟﾙﾃｨﾌＢ Ｔ2G BB秋田

（本部）



第1.2節（6/22　土）ドーム 【担当　AM渡辺・黒川　PM鈴木・富樫】
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5
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7
8
9
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第3.4節（7/15　月）ドーム 【担当　金持・森川】
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第3.4節（7/15　月）広場 【担当　斎藤・五十嵐・三浦（光）・夏井】

1
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3
4
5
6
7
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第5.6節（7/20　土）ドーム 【担当　AM柏谷・高橋　PM楢岡・秋葉】 U-12　ﾄﾚｾﾝ練習会
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ﾕｰﾆｱﾝ 0－6 仁井田

川尻 0－2 河辺

予備審
E 9:00 － 旭川 1－3

No ﾌﾞﾛｯｸ 時間
Aｺｰﾄ Bｺｰﾄ

対戦ﾁｰﾑ 主審 予備審 対戦ﾁｰﾑ 主審

旭川 日新

E 10:20 四小屋 0－1 土崎

日新 ﾕｰﾆｱﾝ 旭北

F 9:40 ｽﾎﾟﾙB 0－0 旭北 下新城 川尻

ﾕｰﾆｱﾝ 川尻 河辺

E 11:40 四小屋 0－2 旭川 下新城 明徳
F 11:00 下新城 9－0 明徳 四小屋 土崎 ｽﾎﾟﾙB 0－2

ｽﾎﾟﾙB 旭北 －

日新

E/F 1:00 － ﾕｰﾆｱﾝ 2－0
四小屋 旭川 明徳 0－4 河辺 土崎

土崎 3－0 日新 ｽﾎﾟﾙB ﾕｰﾆｱﾝ

F 12:20 下新城 6－0 川尻

ﾄﾞﾘｰﾑ 1－2 大住 飯島南 牛島

H 2:20 BB秋田 8－0 八橋

旭北 明徳 河辺

G 1:40 T2G 1－2 飯島 ﾕｰﾆｱﾝ 明徳

ﾕｰﾆｱﾝ 築山 牛島

H 3:40 御所野 6－1 飯島南 勝平 旭南

大住

G/F 3:00 勝平 4－1 旭南 BB秋田 八橋 川尻 0－12
T2G 飯島 築山 0－2 牛島 ﾄﾞﾘｰﾑ

ﾕｰﾆｱﾝ

H 5:00 御所野 8－0 築山 勝平 ﾄﾞﾘｰﾑ 飯島南 2－0
御所野 飯島南 旭南 0－4 大住 川尻

－
G 4:20 勝平 1－0 ﾄﾞﾘｰﾑ

－
6:20 －

牛島 旭南 大住

F/H 5:40 ﾕｰﾆｱﾝ 9－0 明徳 御所野 築山

No ﾌﾞﾛｯｸ 時間
Aｺｰﾄ Bｺｰﾄ

対戦ﾁｰﾑ 主審

－

協会 －
予備審 対戦ﾁｰﾑ 主審 予備審

F 9:00 ｽﾎﾟﾙB 1－4 下新城 河辺

四小屋 河辺 0－0 ｽﾎﾟﾙB 旭川 山王F 10:20 旭北 7－0 明徳 秋田泉

下新城 旭川 0－3 山王 日新 協会E 9:40 秋田泉 0－2 四小屋 ｽﾎﾟﾙB

土崎 －F 11:40 旭北 2－0 川尻 外旭川

明徳 日新 1－1 秋田泉 河辺 ｽﾎﾟﾙBE 11:00 外旭川 1－1 土崎 旭北

旭川 日新 1－1 四小屋 山王 土崎F/E 1:00 河辺 2－2 下新城 外旭川

川尻 山王 3－1 土崎 日新 秋田泉E 12:20 外旭川 0－2 旭川 旭北

－－
土崎 2－1 旭川 協会 四ﾂ小屋/E 1:40 －

－－
－－

No ﾌﾞﾛｯｸ 時間
Aｺｰﾄ Bｺｰﾄ

対戦ﾁｰﾑ 主審 予備審 対戦ﾁｰﾑ 主審

－－

ｽﾎﾟﾙA 大住 勝平

G 10:40 T2G 0－2 勝平 BB秋田 御所野

予備審
H 10:00 BB秋田 1－0 御所野 牛島 協会 築山 0－13

ｽﾎﾟﾙA

G 12:00 飯島 5－0 旭南 八橋 飯島南 大住 1－1
T2G 勝平 牛島 1－4 BB秋田 築山

－
H 11:20 八橋 0－2 飯島南

ｽﾎﾟﾙA 6－0 飯島南 大住 T2G

G 1:20 飯島 1－1 ﾄﾞﾘｰﾑ

T2G 牛島 BB秋田

H 12:40 八橋 3－1 築山 飯島 旭南

八橋 築山 －
H/G 2:00 牛島 0－4 御所野 飯島 ﾄﾞﾘｰﾑ 大住 0－2 勝平 ｽﾎﾟﾙA

予備審 対戦ﾁｰﾑ 主審 予備審
E 9:00 日新 1－2 山王 旭北

大住 牛島 八橋

ﾕｰﾆｱﾝ 下新城

飯島南

No ﾌﾞﾛｯｸ 時間
Aｺｰﾄ Bｺｰﾄ

対戦ﾁｰﾑ 主審

H/G 3:00 ｽﾎﾟﾙA 3－0 御所野 飯南 築山 飯島 3－1

山王 明徳 0－6 ｽﾎﾟﾙB 土崎 秋田泉F 9:40 河辺 0－5 ﾕｰﾆｱﾝ 日新

四小屋 土崎 1－1 秋田泉

外旭川 川尻 1－0 ｽﾎﾟﾙB 旭川 秋田泉F 11:00 下新城 0－2 旭北 四小屋

ﾕｰﾆｱﾝ 旭川 3－0 秋田泉 明徳 ｽﾎﾟﾙBE 10:20 四小屋 2－0 外旭川 河辺

日新 明徳 1ー2 川尻 仁井田 勝平F 12:20 旭北 1－0 河辺 外旭川

旭北 仁井田 3－1 勝平 川尻 ｽﾎﾟﾙBE 11:40 外旭川 2－1 日新 下新城

旭南 1－4 T2G ｽﾎﾟﾙA 御所野G 1:40 －
ﾕｰﾆｱﾝ 4－0 下新城 明徳 川尻E/F 1:00 －

ｽﾎﾟﾙA ﾄﾞﾘｰﾑ 0－5 T2G 飯島南 BB秋田G 3:00 勝平 5－1 飯島 牛島

牛島 飯島南 0－0 BB秋田 旭南 T2GH 2:20 牛島 0－8 ｽﾎﾟﾙA 八橋

八橋 旭南 2－0 ﾄﾞﾘｰﾑ 築山 BB秋田A/G 4:20 仁井田 3－0 勝平 御所野

飯島 築山 0－14 BB秋田 ﾄﾞﾘｰﾑ T2GH 3:40 御所野 3－0 八橋 勝平

－A/ 5:40
勝平 飯島南 9－0 築山 旭南 ﾄﾞﾘｰﾑH 5:00 八橋 3－1 牛島 仁井田

－6:20 －

市トレセン練習 2：00～5：00



変更分

秋田泉 0－3 山王
E/ 山王 3－0 外旭川
E 秋田泉 0－0 外旭川
G 6/4 仁井田 6－0 飯島 6/11 T2G 0－3 仁井田

ｽﾎﾟﾙA
/H － 6/30 ｽﾎﾟﾙA 10－0 八橋

－
/H － 7/13 BB秋田 0－3

－

－

大住 0－4 仁井田

E/
G 6/30 7/9 仁井田 6－0 旭南

－

山王 0－0 四小屋
ﾄﾞﾘｰﾑ 0-10 仁井田

－
－

－
－

G/ 7/18


