
2021.9.16

日時 9/25（土）、9/26（日）

場所 中央公園運動広場

参加 秋田市・男鹿市・潟上市　22チーム　　各ブロック1位チーム1月県大会へ

試合時間 15-5-15

費用 7.000円

勝点　　得失点差　　総得点　　当該戦　　抽選

9/25（土） 【担当　柏谷・夏井・森川・鈴木】 　8：00集合 
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9/26（日） 【担当　斎藤・柏谷・高橋・富樫】　 　8：00集合 
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※ ユニフォームは正副持参（試合前お互い確認）（左＝ﾎｰﾑ）
※ 路上駐車・中央公園運動広場内の中央分離帯、県道への通路個所への駐車は厳禁です。
※ 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。最終試合のチームは片付けをお願いします。

コロナ関連
☆ 試合前に健康チェックシートを提出のこと。
☆ ｱｯﾌﾟ・試合以外は、マスク着用のこと。
☆ 細目に消毒するとともに、出来る限り蜜にならないようにすること。
★ 観客へのお願い

1）　マスク着用のこと
2）　ピッチ内へは、立ち入らないように
3）　応援時、隣の人と離隔を確保のこと、また、大声での声援は慎んでください。
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E 10:40 旭北 5－0 ｸﾞﾛｰｽ 河辺
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2021 読売カップ（U-10）中央地区予選ﾘｰｸﾞ

潟上 外旭川 ｽﾎﾟﾙﾃｨﾌA 山王Jr. 八橋
御所野 ＢＢ秋田 飯島南

旭川 河辺 旭北 ユーニアン
ｽﾎﾟﾙﾃｨﾌB 大住 下新城・旭南・T2G グロース 仁井田

1月7日(金)～9日(日)「読売カップキッズサッカー大会U-10 秋田県大会」中央地区代表決定リーグ戦
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